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コンビニエンスストア
（株）
セブン-イレブン・ジャパン 12,288
7-Eleven,Inc. 6,208
SEVEN-ELEVEN（HAWAII）,INC. 56
セブン-イレブン北京 75
セブン-イレブン中国

その他

総合スーパー
（株）
イトーヨーカ堂 177
（株）
丸大 3
華糖ヨーカ堂 8
成都イトーヨーカ堂 3

（株）
セブン＆アイ生活デザイン研究所
（株）
セブン＆アイ・フィナンシャルセンター
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百貨店
不動産／警備

（株）
ミレニアムリテイリング
（株）
そごう 12
（株）
西武百貨店 16
（株）
ロビンソン百貨店 2

（株）
モール・エスシー開発
（株）
IY リアルエステート
（株）
池袋ショッピングパーク
（株）
八ヶ岳高原ロッジ
（株）
ヨーク警備

製造加工

食品スーパー

事業領域と主な事業会社

（株）
ヨークベニマル 156
（株）
ヨークマート 61
（株）
シェルガーデン 18
（株）
サンエー 2
王府井ヨーカ堂 1

数字は店舗数
（2009 年 3 月末日現在）

アイワイフーズ
（株）
（株）
テルベ
（株）
ライフフーズ

フードサービス

不可能を可能にする「挑戦意欲」と
変化をとらえ続ける「時代感覚」が
人々の共感する「価値」を生む

（株）
セブン＆アイ・フードシステムズ
●レストラン
（デニーズ、ファミール他） 589
●ファストフード（ポッポ） 141
●コントラクトフード 226

専門店
（株）
メリーアン 59
（株）
オッシュマンズ・ジャパン 6
（株）
ロフト 51
（株）
赤ちゃん本舗 74

IT ／サービス
（株）
セブン＆アイ・ネットメディア
（株）
セブンドリーム・ドットコム
セブンアンドワイ
（株）
（株）
セブンカルチャーネットワーク
（株）
セブンインターネットラボ
（株）
セブン＆アイ出版
（株）
セブン・ミールサービス
（株）
ミレニアムキャスティング
（株）
ごっつお便

金融サービス
（株）
セブン銀行
（株）
セブン＆アイ・フィナンシャル・グループ
（株）
アイワイ・カード・サービス
（株）
SE キャピタル
（株）
ヨークインシュアランス
（株）
セブン・キャッシュワークス

いつもの 良いモノ

四季報

はくだけでシルエット美人になれる！
女性たちの夢をかなえて大ヒット

2009 SUMMER

イトーヨーカドー

女神のきらめきパンツ
女神のきらめきパンツCOOL

いつもの良いモノ

イトーヨーカドー「女神のきらめきパンツCOOL」

2,990 円〜 3,990 円

1

対談／ブレイクスルーのヒント

不可能を可能にする「挑戦意欲」と
変化をとらえ続ける「時代感覚」が
人々の共感する「価値」を生む

2

見城 徹（株式会社幻冬舎 代表取締役社長）
鈴木敏文（セブン＆アイ HLDGS. 代表取締役会長兼CEO）

「ライセンシーリーダーサミット」開催

はき心地とシルエットにこだ
わったパンツは、多くの女性
から支持を得て大ヒット。夏
には、
「アンクル」
「クロプト」
「カプリ」丈も加わりました。
（写真はクロプト丈）

グローバル企業としてさらなる飛躍を目指し
世界のセブン-イレブンが東京に集結
ミレニアムリテイリング

いちばん汗をかきやすい腰回りとポケットの裏地に、
吸湿速乾性のメッシュ素材を使用。風通しが良く、
涼しくて快適です。

欠点をうまくカバーして 、スタイルよく美しくは
きこなせるパンツがほしい……。女性たちの願い
をかなえ 、この春に発売以来 、 万本以上を販売し 、
大ヒットを記録したイトーヨーカドーの「女神のき
らめきパンツ」
。心地いいフィット感と 、脚を細く
長く見せるシルエットが大好評です 。
開発では 、1500名の女性たちの声と体型を徹
底分析 。さらに試着の声を元にサイズの微調整を
繰り返し 、ヒザ位置を２センチ上げるなど美脚のノ
ウハウも盛り込みました 。丈詰めでシルエットを
損ねないように３種類の丈で展開しているのも特
徴 。ウエストサイズも７種類揃え 、全 サイズのバ
リエーションで幅広いニーズに応えています 。
そして 、この夏には「クール」素材を使った新商
品が登場しました 。ほどよいストレッチのサラリ
とした吸湿速乾素材を使い 、汗をかきやすい腰回り
とポケットの裏地にはメッシュ生地を採用 。風通
しをよくすることで 、内側の湿度を下げ 、涼しく快
適にはきこなせる工夫が
凝らされています 。白い
パンツには透けない生地
を使うなど 、大好評の美
脚効果はそのままに 、こ
だわりの機能がさらにア
ップしています。
女性たちの声から生ま
れ、
女性たちが認めた「女
神のきらめきパンツ」
。
こ
の夏も街を席捲します 。
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「グループシナジープロジェクト」の取り組み
地域ニーズと時代の変化に応える
新しい店づくりに挑戦

20

グループ各社最新レポート

ヨークベニマル／モデル店舗による「基本の標準化」
ミレニアムリテイリング／「地産地消」ＭＤ開発
■ セブン＆アイ
・フードシステムズ／「弁天庵」を拡大へ
■

■

22

新社長インタビュー

加盟店と全社員がベクトルを合わせ「変化対応」に挑み続けます 25
井阪隆一（セブン-イレブン・ジャパン代表取締役社長）
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表紙イラスト／久村香織

見城 徹

ンに勤めた経験があり 、現在も同社の役員を

んです 。私も 、かつて出版取次会社のトーハ

中にあって一人気を吐いているのが幻冬舎さ

ない」とたいへん苦労されていますが 、その

鈴木 いま 、出版界はどの会社も「本が売れ

が原点です 。

か 、いっしょに仕事をしたいと思うかどうか

名の作家でも 、まずは自分が感動するかどう

だけしか読んでもらえません 。ですから 、無

ものさしで評価されなければ 、受賞した 回

す 。文壇のものさしで評価されても 、世間の

いただけましたが 、その時にはすでに信頼関

五木寛之さんは 通目にして 、やっと会って

ってくれるまで 、徹底的に努力してきました 。

手紙を書き続け 、この人となら組みたいと思

の作品はすべて読み 、相手の心に届くような

事に取り組みました 。そのために 、その作家

の方に敢えて原稿をお願いする 、そういう仕

ません 。無理だということを成し遂げて初め

している関係もあって 、出版界には少なから

鈴木 そういう中で 、継続的にヒット作を上

係ができていましたね 。ですから 、 年ほど

かということも難しいのではないでしょうか 。

ぬ興味を持って見てきました 。見城さんは 、

梓してこられたのは 、見城さんが編集に対す

て 、自分の存在価値があると考えてきました 。

たいへん素晴らしい仕事をされていらっしゃ

例は枚挙にいとまがありません 。小説雑誌に

までは本を出す版元がなくなっているという

に 、初版で数十万部出ていた作家の方も 、い

駆け出しの編集者だった1970年代の後半

年でまったく様変わりしてしまいます 。私が

この間 、やはり大きな変化を感じていらっし

に独立して幻冬舎を立ち上げられましたが 、

てヒット作品を次々と生み出し 、1993年

います 。見城さんは 、角川書店で編集者とし

ね 。角川書店にいた時代から 、先輩や同僚と

と思うことに挑戦して 、結果を出した時です

見城 周囲の誰もが「無理」
「不可能」
「無謀」

どのような時ですか 。

鈴木 編集者として充実感を感じられるのは

が背景にあると 、自分では考えています 。

生きていく空しさに耐えられないということ

れるために 、絶えず何かに熱狂していないと

頃から死への恐怖感があり 、その不安から逃

いう思いが止み難くあります 。私には子供の

良いと思ったものを世の中に流通させたいと

見城 私は 、つねに何かに熱狂して 、自分の

たからでしょう 。

見城 100人が100人 、失敗すると言い

出版界は厳しい環境に入っていましたが 。

鈴木 幻冬舎を立ち上げられた時は 、すでに

長されてきたのですね 。

て成り立ちません 。それが元手となって 、成

っかりとした作家がいなかったら出版社とし

鈴木 なるほど 、それが一番の強みです 。し

りました 。

無名の出版社でも書いていただける自信はあ

事をしてきたという自負がありましたので 、

という会社名ではなく見城という個人名で仕

見城 おっしゃる通りです 。小説の世界は

5

出版界も最近はたいへんな様変わりだと思

作品を掲載している作家の顔ぶれも 、 年前

同じことをしていたのでは意味がないと思っ

ましたね 。たしかに編集については知ってい

ゃるのではありませんか 。

と現在ではまったく違っています 。

ていましたし 、角川書店というブランド力で

ましたが 、それ以外の流通や営業など 、出版

「素人」
の発想で、
「過去の経験」
の世界を打ち破る

鈴木 絶え間なく変化しているわけですね 。

作家の方に書いてもらっても達成感は得られ

16

25

その中で 、いかに有望な新人作家をみつける

るとつねづね感心していました 。

前に幻冬舎を立ち上げた時も 、それまで角川

見城 芥川賞も直木賞も 、受賞作品は売れま

出版不況と言われる中、小説、ビジネス書など幅広い分野でミリオンセラー、ヒット作品を
送り出し続けている出版社「幻冬舎」
。同社を率いる見城社長は、大手出版社編集者時代から、
つねにチャレンジ精神に満ちた刺激的な仕事ぶりで注目を集めてきました。
今回は、多くの読者から支持と共感を得ているヒット作の背景や仕事に対する考え方など、
流通業やビジネス全般に相通じる興味深いお話をうかがいました。

ですから 、
「角川では書かない」という作家

不可能を可能にする「挑戦意欲」と
変化をとらえ続ける「時代感覚」が
人々の共感する「価値」を生む

すが 、その後はもとの部数に戻ってしまいま

鈴木 敏文

る並々ならぬ執念をもって突き進んでこられ

誰もが無理ということを
達成してこそやりがいが生まれる

Guest （株）幻冬舎 代表取締役社長
セブン＆アイ HLDGS. CEO兼会長

1

5




（けんじょう・とおる）
1950年 静岡県生まれ。19
73年 慶応義塾大学法学部卒
業。1975年 角川書店入社。
｢野性時代｣ 副編集長、
「月刊
カドカワ」編集長、取締役編
集部長を歴任。5本の直木賞
作品をはじめ、坂本龍一、尾崎
豊、松任谷由実など数多くの
ビッグヒットを放つ一方、
「月
刊カドカワ」の部数を30倍に
して注目を集める。1993年 角
川書店を辞し、
（株）
幻冬舎を設
立、代表取締役就任。五木
寛之「大河の一滴」
、石原慎
太郎「弟」
、村上龍「13歳の
ハローワーク」をはじめ、郷ひ
ろみ、さだまさし、劇団ひとり
の著作など、創立16年で14本
のミリオンセラーを送り出す。
2009年3月に新・女性ファッ
ション誌「GINGER」創刊。
著書に「編集者という病い」
「異端者の快楽」など。

それで幻冬舎を立ち上げて 、初めて書籍の
いては 、いまの読者が求めているものを提供

見城 出版業界も 、過去の慣習と特権の中に

覚や心理をつねに共有することだと思います 。
かつて婦人雑誌は 、毎年 月は何 、 月は何

をつくり続けてきたことがあると思います 。

った原因の一つには 、過去の経験で本や雑誌

た 。幻冬舎を設立したのは 、私が出版界や出

は新しい出版社など育たないと実感しまし

にたいへん有利にできていると知り 、これで

して認められるようにすることが大切だと考

ました 。それには幻冬舎が新しいブランドと

いう既成のルールを打ち壊したいと強く思い

できなくなるのは当然です 。ですから 、そう

と思います 。そういう過去の経験を崩してい

だん読者の生活感覚から離れてしまったのだ

いました 。それを繰り返してきた結果 、だん

と 、各号のテーマが歳時記のように決まって

界全体のことは何一つ知りませんでした 。
取次の条件など 、流通の仕組みは大手出版社

版社の経営にまったく「無知」だったからで
の本を新聞で全面広告を打ったり 、たった
年で文庫をいきなり 冊リリースしたり 、と

る小売業でも 、まったく同じことが言えます 。

-

化し 、お客様のニーズもどんどん変化してい

「素人」だからこそです 。これだけ時代が変

では不可能と言われたことを実現できたのは

数メーカーの商品を共同配送するなど 、業界

た新しいことはできません 。 時間営業や 、

どにとらわれていては 、時代の変化に合わせ

切だとつねづね言ってきました 。業界慣行な

だったと思います 。私は「素人」の見方が大

スタートしたことが 、振り返ると成功の原因

売業以外の会社から来た「素人」とゼロから

内で賛成する人はいませんでした 。そこで小

ランドを印象づけようと考えてやってきまし

いうことを達成し続けることで 、鮮やかにブ

くなります 。そのためには 、誰もが無理だと

ールが業界の常識になれば 、仕事もやりやす

変えていきたいと考えました 。自分たちのル

ールを壊して 、新しい時代に合ったルールに

ある大手出版社がつくり上げてきた既存のル

と思う 、そういうブランドになることで歴史

野の企業も幻冬舎となら組んで仕事をしたい

またテレビや映画 、インターネットなど他分

り 、作家も幻冬舎なら書いてみたいと考える 、

お客様が幻冬舎の本だからと買ってくださ

は 、いわば無から作家の方の精神を通して本

すると言いましたが 、編集者の仕事というの

見城 先ほど 年間で小説の世界は様変わり

なニーズをつかみ取る努力が必要なのです 。

は何かと考え 、お客様の心理を考えて潜在的

そうではなく 、いまお客様の求めているもの

続けているから買っていただけないのです 。

考えて 、過去と同じ商品やサービスを提供し

てしまいます 。しかし 、それは過去の延長で

からモノが売れなくても仕方がない」と考え

ことはないのです 。ところが 、
「消費飽和だ

の中で「いま欲しい」というものがなくなる

どんなに時代が変化しても 、人々の日常生活

る中で 、過去の経験にとらわれていたのでは 、
見城さんのおっしゃる「無知」とは 、単なる
無知蒙昧ということではなく 、過去の経験や

という商品を作り出す仕事ですから 、つねに
いまの人々の精神のどこに触れるものがどれ
だけ流通するかを考えていないといけません 。

をあげています 。お買上げ金額の 割を現金

シュバックセールや下取りセールをして成果

昨年末から 、イトーヨーカドーではキャッ

をとらえ 、対応を図っていくことが重要です 。

考え 、いまどういう気分で何を望んでいるか

です 。こういう時代には「お客様の心理」を

に 、商品やサービスを選択して購入する時代

様が日々の生活をより合理的にしていくため

鈴木 消費市場を見てみますと 、いまはお客

ければならないと考えています 。

助言や刺激を 、つねに書き手に与えていかな

者はこういうテーマを求めている」といった

の読者の求めているところを知り 、
「いま読

大多数の人々と同じ空気を呼吸して 、その感

友人は裏切る 。病気からは誰も逃れられない 。

屈原の故事を例に 、
「仕事はうまくいかない 。

出たのがきっかけでした 。五木さんは中国の

しろマイナス思考がふさわしいという話題が

社会も先行きが不透明になっている時は 、む

ばかりが流行っているけれど 、政治も経済も

木さんと話している時に 、いまはプラス思考

寛之さんに書いていただいたきっかけは 、五

ベストセラーとなった「大河の一滴」を五木

見城 同感です 。たとえば 、270万部の大

と相通じるところがありますね 。

す 。この点は 、いまお話に出た編集者の仕事

経済学より心理学の方が重要だと言っていま

す 。ですから 、経済やビジネスを考えるには 、

は抵抗がある物でも喜んでお持ちになりま

鈴木 出版界がいまのように厳しい状況にな

しか出してきません 。そういう意味で 、つね

していたのでは 、結局は相手も小手先のもの

なものしか生まれません 。また 、小手先で接

的に付き合っているだけでは 、やはり表面的

に努力してきました 。表面的に生きて 、表面

とで時代の本質に触れるものを引き出すよう

生き 、その中で作家と深く付き合っていくこ

はつねに自分で七転八倒して 、苦しみながら

つくれるものではないと思います 。私として

見城 鋭い眼というのは 、ハウツーを学んで

うに養われたのか 、興味あるところです 。

が生まれたわけですね 。その鋭い眼はどのよ

の優れた編集感覚が結びついて「大河の一滴」

鈴木 五木さんの優れた時代感覚と見城さん

れをぜひ書いてください」とお願いしました 。

い」という話をされました 。私はそこで「そ

ものも変わっていきます 。編集者はその時々

時代はどんどん変化し 、読者の求めている

じなのですが 、現金で戻るとお得感がありま

へんに我を通せば失敗する 。こういう時代に

に生き方が問われるのだと思います 。

習慣にとらわれず 、いまの時代を生きている

す 。また 、タンスの肥やしになっていた物を

は 、それを前提に流れのままに生きるしかな

いまを生きる人たちの
心理をとらえることが大切

た。

無謀ともいえる挑戦をしてきました 。

これは 、いま消費飽和の時代と呼ばれてい

かなければ 、読者は去ってしまいます 。

2

えました 。そこで 、創立後初めて出した 冊

1

きたことだと思います 。しかし 、私は「無知」
でなければ新しいことは始まらないと思いま
す。

6

3

ニーズに応えることはできません 。

鈴木 私もセブン イレブンを始める時は 、社

62

現金で引き取ってくれるとなれば 、捨てるに
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でお返しするのですから結果的に 割引と同
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した 。それがミリオンセラー「弟」として結
実したのです 。 枚目のカードは別の機会に

初版 万部のインパクトもあって 、あっとい
う間に100万部の大ヒットになったので
す 。たった 回訪れた決定的なカードのチャ

すには 、編集者の側でつねに つのカードを

見城 作家から決定的なコンテンツを引き出

すという感じですね 。

付き合う中で 、作家の精神を刺激して引き出

鈴木 見城さんの仕事の仕方は 、作家と深く

うのはとても大切だと思います 。すべての作

わけですね 。それを仕掛けるタイミングとい

ほしいというものを 、あらかじめ持っている

鈴木 この作家にはこういうテーマで書いて

とになるはずですが 、まだ実現していません 。

ラーになりました 。 枚目はもっとすごいこ

見城 よく「あなたは運がいいね」と言われ

たいへんな努力があったのだと思います 。

めて感じました 。その背後では 、見城さんの

きく育ててきたのだと 、お話をうかがって改

な眼が 、幻冬舎というブランドをここまで大

鈴木 やはり見城さんの時代を切り取る確か

「老いてこそ人生」という 、これもミリオンセ

用意していなければならないというのが私の
家に対して 、カードは持っているのですか 。
ることがあります 。人からそう言っていただ

石原慎太郎さんは 、私が幻冬舎を立ち上げ
ひろみに書いて欲しいテーマがどうしても見

年前から交友関係がありましたが 、私には郷

ば 、郷ひろみとは「ダディ」という本が出る
倍努力をしてきたのだ」と独りごちています 。

いますが 、自分の中では「運ではなく 、人の百

書いてください」と間髪を入れずにお願いし

に、
「私小説として石原裕次郎さんの生涯を

何でもするぞ」と言ってくださった 。その時

して「俺がまだ何か役に立てることがあれば

ある日ゴルフをしている最中 、ひろみから「離

は決定的なものに欠けていました 。ところが 、

つかテーマが示されたのですが 、私にとって

えてきませんでした 。郷ひろみからは 、いく
鈴木 なるほど 。私もコンビニエンスストア

倒とは思いませんが 。

好きなことをやっているので 、苦しいとか面

いませんでした 。ですから 、石原裕次郎とい

が 、それまで私小説というのは一篇も書いて

石原さんは膨大な数の小説を書いています

した 。 日後に 、離婚に至る経緯を書き始め

しさから救われるかもしれないよ」と言いま

は「これだ」と直感的に思い 、
「書くことで苦

苦しい」という話が出たのです 。それで 、私

を日本に導入し 、ここまで大きくなり 、周囲

ッチした本ができ上がるという計算がありま

慎太郎がどう書くのか 、大衆的な興味にもマ

る石原裕次郎を 、兄である芥川賞作家の石原

もちろん 、それは早逝した国民的スターであ

作家の新生面が見たいとお願いしたのです 。

初版は 千部程度ですが 、最初から 万部を

ら一点集中主義で大きく仕掛けます 。通常の

演じてくれるように頼みました 。前代未聞の

ということになり 、それまで仲のいい夫婦を

す 。ならば 、離婚届提出の当日に出版しよう

婚を受け入れられるようになっていくので

ることを約束し 、それを書いているうちに離

みますと 、自分で何かをしたというより 、そ
クトを高めることで 、より話題性を上げるこ

刷ったり 、メディアとタイアップしてインパ

また 、私はいろいろな戦略を立てる時に 、

の時々に目の前にある問題を解決しようとし
見城 運というものは誰にも平等に訪れてい

自分の戦いやすい環境をつくるようにしてい

とができます 。

るのですが、
日頃からの圧倒的な努力があって

ます 。広告代理店などは 、最大手を使いませ
ん 。大きな代理店で出版界で 番目のクライ

初めてその運をつかみとれるのだと思います。

てきたことの積み重ねの成果だと思います 。

10

アントでは 、こちらのわがままを聞いてくれ
ません 。むしろ中小規模のところで 、幻冬舎
がトップクライアントという方が 、機動的に

上げを大きく左右します 。さらに 、日々の動

鈴木 最終的にヒットするかしないかという

きを見て 、すぐに手を打つことが最も大切で

いかに初期段階でお客様の目に留まるかが売

す 。新しい商品開発や販売方法を生み出すに

動いてもらえます 。
間以上かけて見ていますが 、ある本が北海道

は 、つねにそういうきめ細かさを持ち続ける

たとえば 、私は毎朝 、POSデータを 時

かります 。プロモーションや宣伝を行うこと

日後には北海道で新聞広告を打ち 、その本

地区で突然動き始めたとします 。そうすると 、

ット作に「化けさせる」こともできますが 、そ

の興行成績の予測ができます 。TVドラマや

すが 、これらも本の売れ行きで視聴率や映画

画の原作になり 、ノベライズ本が出たりしま

鈴木 なるほど 。流通業でも 、そういうきめ

れるところが不可欠です 。

も大手ではなく 、小回りの効く対応をしてく

きめ細かな戦略を実施するには 、印刷会社で

いる情報番組で取り上げてもらう 。そういう

らう 、そして地域の放送局が独自につくって

に満ちた仕事ぶりは 、新たな消費環境をどう

教えていただきました 。見城さんの挑戦意欲

鈴木 今日は 、挑戦し続けることの大切さを

ます 。

けていく 。それが美しい編集者だと思ってい

世間が注目する頃には 、もう次の無名を仕掛

見城 そうして仕掛けたものがブレイクして

を増刷して 日後に北海道の書店に並べても

映画がスタートする一週間前の本の動きがよ

細かい戦略が重要です 。自信を持って売ろう

やって切り開いていくか 、流通業にとっても

のまま放っておけば最初の 日間の動きが示

ければ 、ドラマや映画も好成績になります 。

と思えば 、最初から大きく目立つように打ち

刺激になるお話でした 。本日は 、ありがとう

した通りの成績になります 。

鈴木 プロモーションや宣伝は 、どのように

出し 、効果的に広告を打つなどの戦略が必要

幻冬舎でも年間 作品くらいがテレビや映

取り組んでいらっしゃいますか 。

ございました 。

ことが大切だと思います 。

でごく稀に 、売れ行きの悪い本を途中からヒ

点は 、どのくらいで見当がつくものですか 。

きめ細かな戦略で大きく仕掛け
ヒット作品を生み出す

20

です 。いまの流行はペンシル型で 、すぐにピ

5

見城 だいたい発売当初 日間の売上げでわ

ークが来て下降してしまう傾向にあるので 、

婚話を突きつけられ 、自分としてはたいへん

10

ました 。 枚のうちの 枚を切ったわけです 。

けるのは 、うまくいっている証拠だと考えて

オフィスまで来て 、激励してくれました 。そ

3

た時に 、わざわざ雑居ビルにあった幻冬舎の

ンスをものにしたというわけです 。

持論です 。そして 、決定的なチャンスが訪れ
見城 そうではないこともあります 。たとえ

つねにテーマを用意しておき
決定的瞬間をつかむ

50

た時に 、そのカードを瞬時に切り出します 。

1
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から成功と評価されても 、いま改めて考えて
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見城 これはいけると思ったものは 、最初か
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う弟を描くことを通じて 、石原慎太郎という
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基調講演

厳しい環境こそ
真価が評価されるチャンス
基本４原則、地域性、変化対応、ドミナント化を
徹底追求してロイヤルティを育てよう

各国の地域や文化に合わせた店づくりを
セブン イ
―レブン・ジャパンは今年で創業
年になります。これまで右肩上がりの成長を
続けてきましたが、日本の経済環境がずっと
好調だったわけではありません。日・中・米・
英・タイ５カ国のＧＤＰ成長率の推移を比較
してみても、近年の日本は最も低い水準にあ
ります。しかし、景気が悪い中にあっても、い
まのお客様が何を求めているかを追求し、環
境の変化に合わせていくことで、成長し続ける
ことは可能です。
年前、私たちはアメリカからセブン イ
―レ
ブンのノウハウを導入しました。当時、日本で

販格差となっているのです。皆さんの国や地

行っていない店内調理という方法も取り入れ

の小規模小売店は不振に陥っていました。私

は、その活性化には経営の近代化、効率化が不
域の生活に密着した商品の中には、将来、主力

が、私から見れば、まだまだ業績を伸ばす余

現在、セブン イ
―レブンは各国でナンバー１
コンビニエンスストアとして支持されています

徹底して育てていくことが必要です。

また、私たちの仕事にとって最も重要なこ

しています。

れなくては、お客様から支持されないと痛感

います。このような経験を重ねるにつけ、それ

商品となるものが必ずあります。その商品を

される店であるためには、品揃えをはじめ、あ

地はあります。それぞれの国で自分たちのお

とは、フレンドリーサービス、クリンリネス、品

導入しましたが、実際にアメリカのセブン イ
―
レブンからそのまま導入したものは看板と会

らゆるものを日本の実情に合わせて、自分たち

客様のニーズに合わせた品揃え、サービスと

揃え、鮮度管理の基本４原則です。国や地域が

差別化につながります。

が悪く不安定な現在こそ、この基本の徹底が、

ぞれの国、地域の実情に合った方法を取り入

でつくりあげる必要があったのです。現在のセ

いった「地域性への対応」と、時間とともに変化

計システムだけでした。日本のお客様に支持

ブン イ
―レブン・ジャパンの商品、情報システム、
物流システムなどは、日本のマーケットに対応

変わっても、これらの基本は絶対的です。景気

するための試行錯誤から生まれたものです。
いま、お弁当やおにぎりなどは、日本のコン
ビニエンスストアの主力商品となっています。

中国への出店も、いま述べてきた基本を踏ま

ブな経営に取り組み、世界のセブン イ
―レブン
が一体となってロイヤルティを上げていくこと

業績を上げるチャンスはあるというアグレッシ

最後に、厳しい経済環境にあってもさらに

えて進めています。現地の生活様式、食生活

実績を上げている中国の店舗

数個しか売れませんでした。それでも味、鮮

などを徹底してリサーチし、地域の実情に合っ

しかし、我々がこれを商品化した当初は１日に

時に実行することが重要です。

していくお客様ニーズの「変化への対応」を、同

2

育てる努力をしてきました。その結果が、他
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出典：各社決算資料より

●中国国内コンビニチェーン

35

はパパ・ママストアと呼ばれるような個人経営

35

ました。現在、中国におけるセブン イ
―レブン
の平均日販は、他チェーンの 倍以上に達して

鈴木 敏文

可欠であると考え、セブン イ
―レブンを日本に

セブン―イレブン・ジャパン
代表取締役会長 兼 CEO

度などを絶えず高めるなど、徹底して商品を

600

633

を誓い合いたいと思います。

●国内主要コンビニチェーン

た店づくりに取り組み、たとえば、日本では

平均日販の比較



3月30日から4月3日にかけ、米
国のセブン⊖イレブン・インクをはじ
め、中国、タイ、韓国など、世界でセ
ブン⊖イレブン店舗を経営する15カ
国・地域の各社のトップが東京に集
結し、
「ライセンシーリーダーサミッ
ト」
が開催されました。これだけの規
模の世界会議が日本で開催される
のは、初めてです。
サミットでは、鈴木敏文会長の講
話のほか、セブン⊖イレブン・ジャパ
ンによる商品開発、物流、出店戦略、
単品管理とシステムなどのプレゼン
テーション、さらには商品展示会や
デイリー工場、店舗の見学などの内
容が盛り込まれ、先進的な日本の取
り組みを理解していただきました。
これを機に世界中のセブン⊖イレ
ブンの均質化を図り、さらにグロー
バルな企業グループとしての飛躍を
目指していきます。
商品展示会では、オリジナル商品や陳列方法などに
関心が集まり、多くの質問が飛び交いました。

のコンビニチェーンと比較して 万円以上の日
10



グローバル企業として
さらなる飛躍を目指し
世界のセブン−イレブンが東京に集結

セブン―イレブン「ライセンシーリーダーサミット」開催

ノルウェー

店舗数 184 店 全店売上高 209 億円

スウェーデン

店舗数 120 店 全店売上高 118 億円

ノルウェー

フィリピン

中国 北京 店舗数 74 店
香港 店舗数 905 店
広東 店舗数 512 店
マカオ 店舗数 38 店

全店売上高

65 億円

全店売上高 834 億円

全店売上高 121億円
全店売上高

22 億円

台湾

韓国

韓国

アメリカ

日本

店舗数 2,015 店
全店売上高 775 億円

カナダ

タイ

スウェーデン

店舗数 462 店

店舗数 4,850 店
全店売上高 2,519 億円

デンマーク

店舗数 131店
全店売上高 212 億円

日本

店舗数 12,298 店
全店売上高 2 兆 7,625 億円

マレーシア

店舗数 1,030 店
全店売上高 329 億円

台湾

シンガポール

店舗数 4,840 店
全店売上高 3,055 億円

店舗数 435 店
全店売上高 314 億円

店舗数 6,267 店
全店売上高 1兆 7,463 億円
（カナダを含む）

ハワイ
（アメリカ）

メキシコ

店舗数 56 店 全店売上高 237 億円

店舗数 968 店
全店売上高 517 億円

メキシコ

インドネシア

2009 年秋出店予定

デンマーク

世界に 35,934 店

フィリピン

店舗数 370 店
全店売上高 137 億円

北京（中国）

※ 2009 年 2 月末日現在

総売上高 5兆 5,041億円

ハワイ
（アメリカ）

オーストラリア

※ 2008 年合計
（＄＝100 円換算）

店舗数 379 店
全店売上高 489 億円

マレーシア

香港（中国）

世界の15の国と地域に展開する
セブン−イレブン

マカオ（中国）

いつでも、どこでも、お客様に愛される店づくりを合言葉に
地域に密着したサービスに取り組んでいます

オーストラリア
シンガポール

広東（中国）

タイ

World Wide News
セブン―イレブン

騰飛大廈店での開店セレモニー。店
内調理のお弁当とおでんが大人気で
した。

10

中国・上海に新店をオープン

30

中国全土を視野に入れた展開へ

４月 日、多くのマスコミから注
目を浴びる中、上海に４店舗が同時
オープンしました。
今後は、中央政府の要望もあり、
「セブン イ
― レブン中国」が中国にお
けるマスターライセンサーとして、積
極的に各地での展開を推進します。
この度の上海出店は、その第一弾。台
湾でセブン イレブンを展開する統一
―
超商が、
「セブン イ
― レブン中国」と
ライセンス契 約を結び運営を担い、
「セブン イ
―レブン中国」は、これまで
に北京で蓄積してきたノウハウや経
験を全面的に提供します。同時に、
これまで地域や展 開 企業 ごとに異
なっていた経営手法や方針を統一し、
中国国内に
「良質な商品・サービスを
提供するセブン イ
―レブン」というブ
ランドイメージを確立していきます。

インドネシアに進出

11

今秋を目処に新店をオープンへ

今回のサミット期間中、インドネ
シアのモダン・インターナショナルグ
ループは、セブン イ
― レブン・インク
とライセンス契約を結び、セブン イ―
レブンを展開することになりました。
１号店は今秋を目処に首都ジャカル
タ市内でオープンし、オフィス街を
中心にドミナントを進めていきます。
サミットにも参加したヘンリー・
ホノリス社長は「ジャカルタには、コ
ンビニエンスストアはありますが、近
代化した店舗ではなく、今回のセブ
ン イ
― レブンの進出は地元にとって
も大きな期待です。すでに接客など
のトレーニングも始めており、これ
までになかったフレッシュフードの
展開などでも大きな差別化ができる
と思います」と抱負を語りました。

4月3日、サミット会場で行われた調印式。
「商品開発も、インドネシア最高の品質・技
術をもつ企業と進めていきます」
とホノリス
氏
（右）
。

カナダ

アメリカ

ジョセフ・M・デピント

北京に合わせた商品、店づくりで支持を得て
今年はフランチャイズ本格展開へ

加盟店サポートに全力を集中する会社へ
組織文化を根底から変える
セブン―イレブン北京
董事長

セブン―イレブン・インク
CEO 兼 社長

牛島 章

サ ー バ ン ト ・ リ ー ダ ー シ ッ プ

「加盟店に仕えながら、あるべき方向に導く」
私が２００６年に社長に就任して、まず取り組んだの
は、
「すべては加盟店のために力を尽くす」企業文化への
転換です。組織の一番上に加盟店を置き、本部のあらゆる
部署は加盟店のサポートに全力を注ぎ、経営陣はその本
部組織をサポートするという役割に、組織の在り方を根
底から変えました。
本部の名称も「ストアサポートセンター」に変え、加盟
店に「仕えながら、あるべき方向に導く」というサーバン
ト・リーダーシップを組織のＤＮＡとして根付かせるべく
努めてきました。その結果、社員は言葉だけで加盟店を
指導するのではなく、現場に入り込み、ともに仕事の仕方
を変えて、成果が上がることを示して、オーナーの理解と
信頼を得られるようになってきました。
また、セブン イレブン・インクの進む方向を明確化し
―
ました。その第一が、ＢＣＰ
（ビジネス転換プログラム）
に
より、既存小売店からセブン イ
―レブンへの転換を積極的
に推進し、店舗網の拡大を加速することです。不況下で、
多くの中小規模小売店の経営者が打開策を求める中、Ｂ
ＣＰはそのソリューションとして注目されています。すで

にセブン イ
―レブンに転換した既存小売店
は、以前に比べ 〜１００％も売上げを
改善しています。
第二に、単品管理の推進です。日本が
つくりあげてきた単品管理に基づいた発
注の仕組みは、他チェーンにはないもので
す。今後、これがますます大きな力を発
揮していくと考えています。第三に共同
配送の導入を図り、ロサンゼルスで先行テ
ストを進めます。これにより、店舗の発注に基づ
いたきめ細かな商品供給へと根底から変えていきます。

グループの一員として挑戦を続けます
私は米国経済の不況が顕現化する以前に、お客様の買
い方から不況を感じていました。可処分所得が減り、倹
約というニーズにマッチしたものしか買われません。その
中で、手軽な価格で品質はＮＢ商品と同等以上のＰＢ商
品「セブンセレクト」が売上げを伸ばしており、菓子類も
トップ５はすべて「セブンセレクト」です。パスタや小麦粉
など家で調理するアイテムも急激に売れ始めています。
こうした変化に素早く対応していくことが、セブン イ―レブ
ンのブランドとロイヤルティを高めていくことになります。
私たちは、これまでもセブン イ
―レブン・ジャパンと密に
コミュニケーションを取り、学ぶべき点は積極的に取り
込んできました。今後は、連携をより強め、原材料の調
達や商品の共同開発、産地開発など、グローバルレベル
でのシナジーを出していければと考えています。私たち
はセブン＆アイＨＬＤＧＳ．
の一員であることを誇りに思
い、ともにさらなる高い目標に向かって挑戦していきた
いと思っています。

基本 原則を徹底してもらうことです。そのため、教
育は最重要課題ととらえています。直営店で２〜３年
かけて優秀な店長を育て、独立してもらうという方法
をとりながら、地道に店舗を拡大していきたいと思いま
す。店にもオーナーになりたいという熱心な従業員が
多く、今後の新店で活躍してもらえると期待していま
す。現在、
ＦＣ
（店舗経営指導員）
の他、
店内調理のトレー
ナーも各店を回っていますが、こうした店舗サポート体
制のための指導員教育も強化していきます。
中国でのコンビニエンス拡大の基盤ができてきたこと
にともない、今年は、さらに新たな展開を目指して、天
津への進出を予定しています。天津は中国４大都市の
一つでもあり、規模、経済ともに大きなマーケットです。
今後は出店を加速し、セブン イ
―レブン北京として年間
に１００店舗以上の出店を目標にしています。
店 頭 で 行われているFC
の勉強会。店舗のサポート
力を強化します。

北京に定着させた新しい食文化
２００４年に１号店をオープンして以来、セブン イ
―レ
ブン北京は、中国のお客様に合った店づくりにまい進し
てきました。たとえば、店内調理した温かい惣菜を自由
に組み合わせられるお弁当の開発は、日本でもない新し
い試みです。いつでも同じ味を提供できるよう、カット
済の食材や小分けした調味料を納入し、キッチン専用の
指導員が各店を回って調理指導や管理をする仕組みをつ
くりあげてきました。
さらに、油を多用する料理が多い中、ヘルシーさを打
ち出した日本のおでんやおにぎりはセブン イ
―レブンの顔
となり、おでんを１日１０００個以上売り続けている店
もあります。最近は、食生活の近代化・西洋化にともな
い、オリジナルのパンやコーヒーにも力を入れ、昼食を買
うならセブン イ
―レブンというイメージが定着しました。
商品開発は日本で培った開発手法を活かし「安全・安
心」
「味」
「リーズナブルな価格」を徹底追求しています。
現在、ファストフードの約 ％がオリジナル商品となり、
差別化の大きな武器となっています。また、ナショナル
ブランド商品に関しても、一流メーカーとタイアップした
限定品や、通常は百貨店でしか扱っていない商品などを
展開。他社が価格競争に走る中、
「セブン イ
―レブンにし
かない」という魅力ある品揃えで支持を広げています。

フランチャイズ展開に向けて教育を強化
今年は本格的にフランチャイズ展開をしていきます。
セブン イ
―レブン北京の成果が高い評価を得ているため、
オーナー希望者は多いのですが、一番大切なのは、セブ
ン イ
―レブンの理念と方針を理解し、日々の業務の中で

40

店内調理のできたて惣菜
を組み合わせられるお弁
当が人気。

12
13

アメリカはもちろん、他国のセブン-イレ
ブンでも人気の高いフローズン飲料の「ス
ラーピー」。

4

お客様の生活防衛意識にスピーディーに
応えた「セブンセレクト」が、来店モチベー
ションを高めています。

50

Special Interview
Special Interview

ライセンシーのトップに聞きました

「わが国（地域）のセブン―イレブン」
セブン イ―レブン・メキシコ
会長兼ＣＥＯ ルイス・チャパ

ぶれない哲学と進化し続けることが
成長の鍵と確信

メキシコ

セブン イ―レブン・ストアーズ
ＣＥＯ ウォーレン・ウィルモット

国内ナンバー１シェアを確立
さらに徹底、継続で差別化を図ります

オーストラリア

統一超商
ＣＯＯ 謝 健南（ジェームス・シャ）

商品・サービスの充実で
人々の暮らしに欠かせない存在に

台湾

会 社 が 大 小 あ わ せて

はコン ビニエンス 事 業

オ ーストラ リア に
り、来店頻度も高く、

での出店を強化してお

台湾ではドミナント

歳代のお客様

を中心に、来 店 客 数は

フェセレクト」が好評で、８つのフレーバーを

んでいます。お店でドリップするコーヒー「カ

送センターのメリットも現れ、単品管理も進

ナント出 店で、共同配

こ数年の積極的なドミ

他チェーンにはないオリジナル飲料の「スラー

合わせた品揃えを行っています。人気商品は

に合わせてターゲットを 種に分け、ニーズに

く、 歳以下のお客様がほとんどです。立地

バー１のシェアを確保しています。客層は若

私たちはその中でナン

１ ０ ０ ０ 社 以 上 あ り、

存在です。

りも多く、人々の暮らしになくてはならない

金の収納代行や、本のネット通販の店頭受取

ちろん、１日平均１２６件の利用がある公共料

なります。お弁当、パンやコーヒーの利用はも

人口とほぼ同じ計 算に

日の来店客数は台 湾の

〜

１店 舗 １日 約 千 人。こ

好みで混ぜて飲むのも人気があります。また、
「ビッグドーナツ」やサンドイッチ、サラダなど

しさに感激しました。商品展示会では、ＦＣさ

今回、お弁当工場を見学し、衛生管理の素晴
スタート。競争が激しいエリアですが、
上海市、

を受けました。 月 日には上海でも出店を

ンプレミアム」
の考え方と事業戦略に強い印象

今回は、セ ブン イ
-レブン各部門の内容につ
いて理解を深めることができ、とくに、
「セブ

来日するたびに期待以上の収穫があります
んが鈴木会長の話と同じ内容を熱く語ってお
セ ブン イ
- レブン中国、セ ブン イ
-レブン北京
との強い連携で、中国での絶対的なロイヤル

ピー」やミートパイ、オーストラリア人好みの

が、セブン イ
-レブン・ジャパンの「変化への対
応」という哲学がまったくぶれず、さらに進化
戦略を深耕、継続し、一貫性を持って事業を展

り、全社員に方針が浸透していることを実感。

チキン系のメニューです。

今回はとくに、パートナー企業とのチームＭＤ

香港
「ＦＢＯ」の精神で店舗を展開
国民の好感度も上昇中です

シンガポール

コールド・ストーレッジ・シンガポール
ジェネラル・マネージャー ビクター・チアモット

シ ン ガ ポ ー ル で は、
「ＦＢＯ
（Ｆｉｒｓｔ／Ｂ
う考え方を大切にして

ｅｓｔ／Ｏｎｌｙ ）
」とい

マレーシア
ローカルフードへのニーズに
今後もさらに応えていきます

％ を 占 め、

歳代の男性が

サンドイッチや弁当も売れますが、人気なの

売、公共料金支払いの受付け、電子マネー導入

ラーピー」をはじめとするオリジナル商品の販

す。具体例としては、
フローズンの炭酸飲料
「ス

ること、他店にはない商品を充実させることで

るべき分野だと思っています。

のニーズが高く、地域性は今後さらに強化す

カルフード「ナシルマッ」などは朝食・昼食で

いものがあります。中でもマレーシアのロー

の店としてケンタッキー、マクドナルドとと

は「ディムサム」と呼ばれる点心で、まとめ買

などです。その結果、我が国のセブン イ
-レブ
ンは、お客様から「便利で、いいものがある店」

の良い商品をどこよりも早くお客様に提供す

るお年寄りはお孫さん用のお菓子を買われる

いが多いですね。新聞・雑誌を買いにこられ

として認知され、企業の好感度調査などでも

スパートナーと良好な関係を築きながら、質

た、主婦層にはデイリー商品やパンなどで価

つねに上位にランクされています。

今回のサミットでは、最新のオペレーション

の強みとなっていることが印象に残りました。

略、物流などすべてが連動して、コンビニ業態

今回のサミットでは、オペレーション、出店戦

ことも多く、品揃えも充実させています。ま
格面でもスーパーに負けない目玉商品をつく

手法、商品開発、システムが大変参考になりま

た店づくりを目指したいと思います。
見学した工場の衛生状態や、お店の行き届
いたクリンリネスも大変参考になりました。
「ナシルマッ」は、ココナッツミルク
で炊いたご飯を、付け合せの具とス
パイシーなソースで食べるマレーシ
アの定番メニュー。

した。私たちもさらに進化を図っていきます。

「クイックバイト」
シリーズで提供し
ているヌードルや
焼飯、サンドイッ
チなどの開発商品
が人気です。

鈴木会長が日本独自のセ ブン イ
-レブンを築
き上げたように、マレーシアでも文化に根差し

り、プラス１購入で客単価のアップを促進。

占めます。メインの客層は学生とサラリーマ

好 き なファストフード

いのが特徴です。
一方で、

タバコの売 上げ が大 き

お 客 様の

〜

コンビニエンス・ショッピング
エグゼクティブ・ディレクター スオン・ナン

米飯、サンドイッチ、デザートな
どと並び、台湾でも「おでん」は
売れ筋。コーヒーも売上げの６
〜７％を占める人気商品です。

ティを確立できると自信を持っています。

30

開していく重要性を改めて感じました。

4

ン・ＯＬで、朝食、ランチ、軽食の購入が中心。

-

圧倒的なお客様の支持は
多様なニーズへのきめ細かな対応から
香港コンビニエンス・ストアーズ
ＣＥＯ 張 家榮（トーマス・チャング）

香港では、３００店
以下の他のコン ビニチ
イレブンは９００店 以

ェーンに対し、セブン

今後、さらに力を入れていきた
いのはサンドイッチやペスト
リー。
「ミートパイ」も人気です。

います。つまり、ビジネ

30

70

の事例が参考になりました。

し続けていることに、驚きと尊敬を覚えます。

おり、今後、さらに注力していきます。

6

の「ビッグランチ」といった開発商品も伸びて

35

もにセブン イ
- レブンの名 があ がるなど、フ
レッシュフードへの注目度や期待度にも大き

上と圧 倒 的なシェアを

20

「ビッグドーナツ」や「ビッグラ
ンチ」はパートナー企業と開発
したオリジナル。

14

30

人気のディムサム
（点心）
は、一
度に２個、３個と買われていき
ます。
なかでも売れ筋なのは「カ
レーフィッシュボール」と「蒸し
シュウマイ」
。

15

1

20

ライセンシーのトップに聞きました

「わが国（地域）のセブン―イレブン」
フィリピン・セブン・コーポレーション
社長 ビクター・パターノ

軽食だけでなく、
「食事が買える店」
としての認知獲得を図っています

フィリピン

コリア・セブン・コーポレーション
社長 朱 尤煥（ウーホォン・ジョ）

競合店の猛追をバネに
独自のフレッシュフード開発に注力

韓国

ＣＰ・セブン イ
―レブン・パブリック
社長 ピヤワット・ティタサッタヴォラクル

基本の徹底が成長の要因
今後は強い差別化商品の開発を

タイ

年

インで、軽食が多く出ま
ま す。サンド イッチ や

類へのニー ズ が目 立 ち

性客は食品とドリンク

％増と好調に伸び続けています。その理由

過 去７年間、毎 年 ８〜

１２００人に、売上げは

客 数 が３００人 増の

で既 存 店の１日あたり

タイでは、この

す。ホットドッグは１店
韓国おにぎり「キムパッ

男 性 客はタ バコ、女

舗平均で１日１５０個、
プ」など、
味と品質にこだわったフレッシュフー
は、基本４原則の徹底をはじめとする地道な

歳がメ

「スラー ピー」は１６７

取り組みを続けてきたことにあります。また、

客層は 〜

個を売る定番メニューです。また、店でご飯を
構成比は低く、まだまだ伸びる余地があると

今後は、年間１００店舗の出店を目指し、既

まり、幅広いお客様の獲得につながっています。

だけでなく「食事が買える店」として認知が高

食生活への密着度を高めたり、店内で実演販

が、伝統料理を取り入れたメニューでお客様の

く、差別化できる商品開発は大きな課題です

考えています。韓国では競合との競争が激し

ども大きな要因となっています。

ぶ新商品の投入、公共料金取り扱いの拡大な

る機会ロスの減少、毎週 〜 アイテムにおよ

ドミナント戦略の拡大、単品管理の進化によ

展開済みのエリ

他のチェーンが
応することで、さ

トでは、変化に対

今 回 の サ ミッ

び付けていきたいと考えています。

売するといった売り方の工夫などで、成長に結

アでもドミナン
ばしていけるとい
う 点 が印 象 的で

らに売 上げ を伸

した。各国でのフ

し、一番の集 客
力を持つに至っ

ト出 店で参入

た事例が印象
開発・展開例など

レッシュフードの

続けます。

も参考に、挑戦を

的でした。ドミ
重要 性 を感じ

ナント戦 略の
ています。

ハワイ
ローカル色豊かなフレッシュフードで
地域のお客様から強い支持を獲得

スカンジナビア
コーヒーと焼きたてパンで
北欧人の生活スタイルに密着

店

舗 を 展 開 し て い ま す。

ハワイでは現在

セブン イ―レブン・ハワイ・インク
社長 グレン・ナガトリ

スモール・ショップス・ノルウェー
Ｍ＆Ａ本部長 モッグレガード・マグナー
マネージング・ディレクター ジェスパー・オスタガード

スモール・ショップス・デンマーク

今回のサミットでは、生産性の向上や競合
対策、立地選定、さらに商品展示会で見た陳列
方法が印象的でした。とくに感動したのは
「セ
ブンプレミアム」の考え方や取り組み方です。
今後は、こうした強い商品開発を目指したい
と思います。

広東（中国）
接客レベルの向上に力を入れ
さらに平均日販を上げていきます

と広 州 に

広東Ｓａ ｉ Ｙｉコンビニエンス・ストアーズ
ＣＥＯ 李 佳恵（ジェニー・リー）

現在、深

店舗を展開しています。
く らいです。それ ぞれ

お客様の男女比は半々
の立地に合わせた品 揃

ないよう子どもにカードを与えている親も多

カードでの決済もでき、お小遣いを使いすぎ

を提供しています。電車、バス等の電子マネー

舗です。朝は出勤時にコーヒーやペストリー

えを工夫し、店内調理で温かいお弁当や飲料

類を、昼はローカルフード「スパムムスビ」や弁

近くで、日常生活の利便性を提供している店

ウェーデンでは独 自の

地ではなく、セブン イ
レブンの多くは、各地域で生活するお客様の

フレーバーを開 発して

フレッシュフ ー ドの品 揃 え を 重 視 し、単

クなど、
１日を通じてニーズに対応しています。

ビスレベルの向上やドミナント化を強力に進

トでは、
さらにフレッシュフードを強化し、
サー

ている大きな要因だと思います。今回のサミッ

ビスです。それが競合との日販格差につながっ

設立以来、
最も力を入れてきたのは接客サー

いですね。
ピーを買い、夜は弁当や惣菜、ビールやスナッ

当などを、午後には放課後の学生たちがスラー

６１５５ドル（約 万７０００円）と、各国ラ

品 管理 を徹 底 す ることで、平 均 商 品日販 は

フレッシュフードでは、ホットドッグや寿司
などもありますが、一番のおすすめは「フレッ

イセンシーの中でも

めていかなければならないと痛 感しました。

たパンを提供しています。一方で昨今の健康

着手し、差別化を図るとともに、お客様により

リーズナブルで高品質なＰＢ商品の開発にも
喜んでいただける店にしたいと思います。

しい 状 況 で

アを続けて

売 上額 クリ

くりで、前年

される店 づ

お客様に愛

すが、地域の

ハワイ経済は、不況による観光客の減少で厳
女 性 客の増 加 につ
な が り ま し た。今
回 学 ん だ日 本 のシ
品管理のやり方を、

ステ ム、と く に 単
積 極 的に取 り入 れ

います。

人 気 の 軽 食「ビーフ ボー
ル」や「フィッシュボール」
を提供するファストフード
コーナー。

位の高さを誇ります。

シュベーカリー」
。３カ国ともに、店内で焼い

あります。

均販売量は１９０杯も

量が多く、とくに人気

キビーチのような観 光

ハワイといってもワイキ

60

の商品です。中で もス

北 欧 はヨーロッパの

30

おり、１店での１日の平

中でもコーヒーの消 費

海苔が決め手の「ライスサンド」と
「韓国風海苔巻き」。

56

焼きたてを提供するソーセージは定
番の人気商品。ローカルフードも豊
富に揃えています。

やセブン イ
-レブンのノウハウの注入による活
性化を図ります。今回のサミットではとくに、

存他業態からの転換によるフランチャイズ化

ジし、１日

ドを展開していますが、売上げ全体の中での

10

食を販売する人気商品に。軽食

10

炊いて料理をトッピングした丼ものにチャレン

25

てい き たい と 思い
ます。

セブン-イレブンの「スパムムスビ」
は、地元の有力新聞の読 者による
「もっとも愛されているスパムムス
ビ」に3年連続で選ばれています。

2

63

16

18

スモール・ショップス・スウェーデン （写真右から）
ＣＥＯ ヨハン・サングネス

店で炊いたご飯に温めた具をトッピングした
丼メニュー。新たな人気商品に成長中です。

志向をとらえてサラダなどの商品を強化し、

焼きたてのパンやケーキが人気。

17

70

ミレニアムリテイリング

「グループシナジープロジェクト」の取り組み

と鮮魚売場の担当者。今では毎朝、
売場のお取引先とともに競合店の
品揃え、価格を調査し、同品質で
価格に差がある場合は、すぐに修
正しています。また、毎朝行うミ
ーティングでは、重点商品を決め、
目標数値（数量・金額）
、売り込み
計画を立て、
「強い意志」を持って
目標に向かう体質づくりにも取り
組んでいます。
「前年実績はクリアできていま
すが、私たちの目標はもっと高い
ところにあります」と語るのは 、
ヨークベニマルから出向している
プロジェクトの実行リーダー。「そ
のために改善すべき点は、お取引

昨年 月より本格的に動き出した 、
ミレニアムリテイリング「グループシナジープロジェクト」
。
売場展開や商品開発において 、成果や新たな活動の芽が出てきています 。
西武池袋本店・生鮮売場の改革を中心に 、グループ資源を活用した
新しい百貨店像を創造するミレニアムリテイリングの動きをお伝えします 。

のお客様にしか対応していない」
という指摘でした。そこで、百貨
店としてのプレステージ性を維持
しつつ価格帯に幅を持たせること
で、お客様のデイリーユースにお
応えできる品揃えにチャレンジし
たところ、購買客数が大幅に上昇。
全体の売上げアップに大きく貢献
し、前年実績をクリアし続けてい
ます。
「百貨店は『ハレの日』需要に対
応するものと決めつけていた結
果、
『日常のおかず』への対応が不
十分でした。また、近隣の競合店
の動向にもあまり気を配っていな
かったのも大きな反省点でした」

グループ企業あげての
「西武生鮮活性化プロジェクト」

10

武池袋本店では 、鮮魚 、青
果 、精肉の生鮮売場の改革
を２月からスタートしました。ヨ
ークベニマルの大髙善興社長をリ
ーダーに、各部門にヨークベニマ
ル、イトーヨーカドーからバイヤ
ーが１年間出向し、新たな百貨店
づくりに取り組んでいます。
池袋駅は西武池袋線をはじめ、
ＪＲ 、東武東上線のほか地下鉄も
３線が乗り入れ、一日の乗降客数
２６０万人という巨大ターミナル
です。大髙社長が鮮魚売場を訪れ、
まず口にしたのは「目の前にこれ
だけ多くのお客様が通っているに
も関わらず、品揃えはほんの一部

イトーヨーカドーと組んだカシミヤ商品も着々と進
行中。写真は内モンゴルでの打合せの様子。

品開発においてもグループ
シナジーの可能性を追求し
ています。
現在イトーヨーカドーの商品開
発力と百貨店の接客販売によるお
客様からの情報という双方の強み
をミックスさせた手法を取り入
れ、風合いが良い抗菌・防臭機能

価格志向が強まる中、お客様が百
貨店に求めるものの一つに『旬を
先取りした品揃え』があります。
たとえばタケノコ。『日々のおか
ず』としてなら水煮でも十分です
が、この時期ならではの旬を味わ
いたい方は、やはり朝掘りタケノ
コをお求めになります。産地（ブ
ランド）にもこだわるなど、品揃
えや価格帯の幅を持って様々なニ
ーズにお応えしていくことが大切
な要素です」と語るのは、イトー
ヨーカドーから出向している青果
担当者です。
ミレニアムリテイリングの生鮮

のタオルの共同開発に取り組んで
います。
「一人暮らしやマンション住ま
いの増加によるライフスタイルの
変化から、洗濯物を部屋で干す方
が増えています。そこで、抗菌・
防臭機能が高いことに加え、風合
いが良く乾きやすいタオルを、イ

先といっしょに取り組んでいきま
す。我々はあくまでもサポート。
重要なのは、池袋本店で働く皆さ
んの意識と行動が変わることで
す」
。以前は全面的にお取引先に
任せていた品揃えについても、直
接市場に足を運ぶことで、重点商
品の品揃えの強化も行っています。

チーフバイヤーも、「お客様にとっ
て何が大切かをつねに判断基準に
することが重要。従来のようなお
取引先にお任せの消化マネジメン
トではなく、どんどん売場に入り
こんでいきます」と決意を持って
取り組んでいます。
今後は精肉を含め、生鮮が一体
となった品揃えの強化やイベント
にも取り組んでいく予定です。仕
入れたものを当日中に販売する
「売り切っていく体質 」が浸透す
るまで継続し、売上げを伸ばすこ
とで、今後の改装に向けた基盤整
備を行っていきます。

トーヨーカドー商品部と何度も協
議を重ね開発しています」とミレ
ニアムリテイリングのタオル・バ
ス担当バイヤー。
銀イオンを練りこんだアクリル
繊維と綿糸を掛け合わせた専用紡
績糸を使ったタオルを開発し、７
月の販売開始を目指しています。

従来にない品揃えで購買客数
が飛躍的に伸びた鮮魚売場 。

19

新しいお取引先で売上げ好調の青果売場
果 については、３月から新
しいお取引先に変えて 、売
上げが前年比145％で推移して
います。事前にお客様にアンケー
トを行った結果 、年配の方は「量
が多い」というご意見、 歳代で
は「価格帯が高い」というご指摘
が多く見受けられました。そこで
これまで３本単位で販売していた
ネギをバラにして１本から売るな
どの工夫をしたところ、「買いやす
くなった」と評判は上々。売上げ
も大きく伸長しています。
「一方で、百貨店としての使命
もきちんと果たさねばなりません。
30

業態特性を活かした商品開発が進行中

青

商

西

バラ売りや旬の
味覚のいち早い
提案で売上げ好
調の青果売場。

１００坪の文具売場を展開。カラ
フルなファイル、ノートや筆記具
など、大人も楽しめる文具として
新たな品揃えに挑戦し、ビジネス
マンやＯＬ層に好評で、人気売場
の一つとなっています。

アカチャンホンポと連動した
子どもフロア
既成ＧＭＳのフロア構成を根
本的に見直した点も 、同店の挑戦
の一つです 。４階には 、年少人口
の構成比が高く 、ファミリーのお
客様が多い地域特性を踏まえて 、
「アカチャンホンポ」が出店 。実

類、ギフトなどこだわりの味を提
供しています。
約 坪という小規模出店は
「ザ･
ガーデン」にとっても初の試み。
コーヒーの試飲販売など、こだわ
りの部分をていねいにお客様に説
明しておすすめする接客販売で好
評を博しています。

せた店づくりとして「ザ・プライ
ス」や都市型ホームセンターなど
の展開を推進していきます。

イトーヨーカドーすすきの店

26

需品から衣料まで 、充実した品揃
えと専門的な接客で 、お客様ニー
ズに応えています 。その他 、子ど
も向け英会話教室やパソコン教
室なども同フロアに設け 、キッ
ズ・ベビーに関するニーズにト
ータルに応える
「子どもワールド」
を構築 。
さらに初の試みとして、子ども
フロアに３０６席のフードコート

２階に、イトーヨーカドーすすき
の店が食品特化型の店舗としてオ
ープンしました。同ビルの１階に
は、アインファーマシーズのドラ
ッグストア「アインズ＆トルペ」
がオープン。提携後初の共同出店
となりました。今後は、セブン&
アイHLDGS．
との共同出店を
拡大し、グループシナジーを高め
ていきます。

アインファーマシーズと共同出店
月 日、札幌市のショッピン
グセンター「ラフィラ」
の地下１･
3

通路をはさんで左がイトーヨーカドー、右がアカチャンホンポ。トータル
な
「子どもワールド」
を構成しています。

イトーヨーカドー武蔵小金井店

28

生活応援型ディスカウントストアの出店を加速

3

20

グループの専門店とともに「こだわり」を伝える店づくり
月 日、J R中央線の武蔵小
金井駅南口に、 年ぶりのＧＭＳ
（総合スーパー）タイプの店舗とし
て「イトーヨーカドー武蔵小金井
店」がオープン。食品や日常使用
頻度の高い商品の充実を図るとと
もに、
「こだわり」の商品に配慮し
た品揃えを追求しています。
食品売場は 、味 、鮮度 、安全・
安心などにこだわった生鮮食品が
並ぶ「市場ゾーン」と、すぐに食べ
られる惣菜、調理パン、ドリンク
類など簡便商品が並ぶ「コンビニ
ゾーン」で構成。青果売場では 、
カラーコントロールを意識し、ボ
リューム感、鮮度感をアピールし
た陳列に取り組んでいます。
日常使用頻度の高い生活雑貨
は、スピーディーに必要なものが
探せるよう、ホームセンターの販
売方法を取り入れたボリューム陳
列でアピール力を高めています。
階の衣料売場はアイテムを絞
り込み、ボリューム展開による見
やすさを追求しました。 階には
イトーヨーカドー最大級の約
3

を設置。これにより「子どもワー
「ザ･ガーデン」も初出店
ルド」
の延長として、
多くのファミ
こだわりの味をこだわりの接客で
リー客にご利用いただき好評です。
また、子ども衣料売場のＬＥＤ
ミレニアムリテイリング傘下の
照明は 、環境省が推進する「第
高級食品スーパー「ザ・ガーデン
回省エネ照明デザインモデル事
自由が丘」も食品フロアの一画に
初出店しました。コーヒーやチー
業」に採択されるなど、環境負荷
低減の取り組みも推進しています。 ズなどの嗜好品や地域名産品、酒

2

カドーのディスカウント業態「ザ・
プライス」
。食品を中心に、高品質
で、安全・安心な商品をお得に無
駄なく購入できることでお客様に
支持を受け、西新井店、川口店と
もに業態転換前に比べて、客数は
約 倍、売上げも７〜８割アップ
と、好調に推移しています。
こうした動向を踏まえて、イト
ーヨーカドーでは「ザ・プライス」
の出店を加速。 月 日に「鎌ヶ
谷店」
、 日に「西川口店」
、 日に
「五香店」
、さらに４月 日に「蕨
店」
、 日に「東松山店」を、既存店
から業態転換してオープンしまし
た。今年度末には首都圏を中心に、
合計 店舗になる予定です。
今後も、お客様のニーズに合わ
20

17

ギフトや進物の商品が好調の「ザ・ガーデン」
。全国各地からこだわりの
味を揃えました。

19

26

ザ・プライス
厳しい環境が続く中、お客様の
生活防衛意識に応えるべく、昨年
８月にオープンした、イトーヨー

開店前から多くのお客様が並ばれ、1日中賑わった五香店。

カラフルな各種文具から雑貨まで、オフィスが楽しく
なるグッズを集積 。
アインファーマシーズのドラッグ
ストア「アインズ＆トルペ」
。

3

2

2

24

20

21

30

セブン & アイ HLDGS ．
では、スーパーと専門店の組合せ、
新業態など、グループの持つ資源を活かして、今のお客様のニーズに
一番フィットした店づくりを、フレキシブルに展開しています。
1

地域ニーズと
時代の変化に応える
新しい店づくりに挑戦

買い

ヨークベニマル

店されるお客様の食卓を、より楽
チームなどが随時派遣され、
一緒に
しく・豊かに・便利に」というコン
働きながら同店のノウハウや技術
セプトと明るくフレンドリーな接
をマスターするなど、教育の実践
客、クリンリネス、味・鮮度の追
の場としても活用されています。
求、品揃えの実践を通し、商圏内
「検証会」で情報共有
のシェアを圧倒的に高めることに
挑戦しています。
さらに、南 吉 成 店では３カ月
同店では、店の従業員一人ひと
に 回「検証会」を開催。同社幹
りが自主的に「仮説を持って仕事
部や各地域のゾーンマネジャー、
に取り組み、検証を進める」ため
スーパーバイザーな どが 参 加 し
の仕事の仕方を標準化して、他店
て、各部門の取り組みにおける情
への普及を図るのも役割のひとつ。 報収集・仮説・検証と成果の発表
そのため、新 任 店 長 候 補 をはじ
が行われています。この検証会を
め、他店の売場担当者や作業改善
通じて、仕事を進めていくうえで

全店舗の「徹底力」アップに威力
モデル店舗による「基本の標準化」

宮 城 県 仙 台 市北郊にヨークベ
ニマルが南吉成店をオープンした
のは２００２年。この店舗は、当
初から単品管理、チームＭＤ、生
鮮 食品の調理技術や接客技術の
レベルアップを徹底追求するモデ
ル店 舗 と位 置 付 けてスタートし
ました。このため、全部門にベス
トメンバーを配置。さらに各部門
にはマネジャーのほかに管理や教
育、仕入権限を持つ責任者も配置
し、つねに果敢に挑戦を繰り返し
ています。ヨークベニマルが基本
としている「小商圏で繰り返し来

試食販売を繰り返しながら定着させ
てきた地元メーカーの納豆。低価格
の大手メーカー商品中心の中で、地
道に売上げを伸ばしています。

の「ロジック」を学び合い、共有化
し、
「いまのお客様のニーズ」に適
合した利益フォーマットづくりに
結びつけています。
大髙善興社長は、このモデル店
舗の取り組みに「すべての店でお
客様の支持をもっと高めていくこ
とが目標。モデル店舗の挑戦を通
じて得た成果 を、
『 標 準 化 』して
全店に広めることで、店舗間格差
をなくしていきます」と力を込め
ています。
南吉成店は、オープン以来、業
績を伸ばし続けています。それは
モデル店舗としての前向きな挑戦
と、それを通して培われてきた社
員たちのモラルアップとやりがい
が成果として表れているのです。
最近は、各エリアでモデル店舗に
準じた店を設置し、その成果をよ
りスピーディーに拡大する取り組
みを進めています。
22
23

ミレニアムリテイリング〈そごう徳島店〉

15

4 月10 日にそごう徳島店で行われた試食会。味はも
ちろんネーミングや価格についても全員で討議しま
した。

レポート

お客様とともに「地産地消」ＭＤ開発
行列 の で き る パ ン づ く り

3

1

デンウィーク 前の 月 日には
３アイテムを 販 売 というスピー
ディーな展開です。
モニターには本格的なアドバイ
スと口コミ効果を期待し、地元タ
ウン誌の女性読者やインターネッ
トで活動するパン愛好家の会のメ
ンバーを 招 待。試 食 会では生地
と具の相性や形状、価格や地元住
民としての思いなど、数多くの真
剣な意見が寄せられ、
「百貨店が
地元の名物をつくる」という取り
組みへの強い期 待 感が う かが え
ました。
地元マスコミを巻き込んだ一大
プロモーションも店舗主導で推進
し、四国放送のニュースでの開発
経緯の放映や、地元情報誌での特
集 記 事 を実現。こうした盛り上
がりはＮＨＫの全国ニュースでも
取り上げられ、発売日には県内外
から多くのお客様が来店され、長
蛇の列となりました。
そごう徳島店では現在、菓子や
惣菜部門でも地元メーカーとタイ
アップして徳島土産となるような
名物づくりに着手しており、今後
はファッションの分野でも地元の
感覚に訴えかける
「徳島スタイル」
の提案に挑戦していきます。
4
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Report-2
そごうでは、地域のお客様に愛
される店づくりの一環として「地
産地消」を目的とした商品開発と
販売に着手し、地域の活性化に貢
献しています。徳島店では、すだ
ち、鳴門金時、ゆず、鳴門わかめ
といった一次産品の多い土地柄で
あることを活かし、
「行列のでき

るパンづくり」に挑戦。開発段階
からお客様やマスコミを巻き込ん
だ取り組みで、県内外から高い注
目を集めました。
「消費者である地元のお客様の
声をしっかり反映した商品をつく
りたい。また、地方の名産品をよ
り時代性に合った形に加工し、全
国に発信できるようなヒット商品
をつくるのは、百貨店ならではの
仕事だという思いがありました」
と、徳島店店長は語ります。

地元に元気を呼び込む
一大旋風となったオリジナルパン
月 末にスタートした取り 組
みは、ベーカリー「ドンク」の協力
を得て 月上旬に アイテムも
の試作品として完成。地元マスコ
ミと一般消費者をモニターに招い
た 回の「オリジナルパン試食会」
で改良と絞り込みを行い、ゴール
2

2

店舗から地元情報誌に声をかけ、特集
記事に。
販売初日から、売場は話題沸騰のパンに興味津々の
お客様で大いに賑わいました。

たい

店 づくり
行き

Report-1
徳島の名産品が、おいしいパンに生まれ変わりました。右から
「鳴門
金時デニッシュ」
「
、ビア・スパイシー」
「
、ゆず味噌フォカッチャ」
。

バラ、袋入り、大袋と用途に合わせ
て選べるきゅうり。漬物向けの大袋
を友だち同士で分け合うお客様も。
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各部門と情報共有しながら、毎日の
食事を提案。メニューを考えたり、
食材を揃える手間、つくる手間を少
しでも省く
「時間のサービス」
を、つ
ねに意識した売場づくりをしてい
ます。

たい

デザートのほかに、仕 事 帰 りに
「ちょっと一杯」を楽しむつまみ系
も人 気 を得ています。こう した
メニューはオープン以来、お客様
の声 を反映しながら試行錯誤を
重ねてきました。昨 年 は３８０
円の和風朝食メニューも導入し、
人気です。
「本物のおいしさ」を「手ごろな
価格」で提供するスタイルが支持
され、ビジネスマンはもちろん、
一人で利 用 される 高 齢のお 客 様
や、女性客が順調に増え続けてい
ます。今 後は駅 前 立地をメイン
に、より気軽なスタンド形式の姉
妹店「大黒庵」も含め、立地や利
用 客のニーズに合わせた多 店 舗
展開で認知度アップを図ります。

−

買い
た

い

店 づくり
行き

レポート

耳にしますが、我々が時代のニー
果や個店の優れた事例を全体に広
ズに合わせて変わっていくことが
げ、「挑戦すれば、必ず報われる」と
できれば、無限大のチャンスはあ
いう思いをオーナーさん、社員と
ると考えています。
共有し、元気に前向きに挑戦して
セブン イレブンは、商品・サ
いく環境を整えることが、私の重
ービスを革新し続けることで、変
要な仕事だと考えています。
化するニーズに応えてきました。
今後、これからの変化を見据え
グループの開発商品「セブンプレ
た新たな挑戦として、製造 配送
ミアム」の展開、そして「フライヤ
販売の仕組みの見直しも進めて
ー（店内調理器）
」の導入による出
いきます。いまのお客様に納得し
来立てのコロッケやから揚げの提
ていただける商品価値とは何か、
供など、従来なかった商品・サー
その価値を実現するにはどのよう
ビスが、主婦層など新たな客層の
な仕組みが必要か、根本的な議論
開拓に貢献しています。主婦層と
を重ねていきたいと考えています。
いういわば「生活のプロ」のお客様
また、これからますます家庭で
は、味、品質、価格に厳しいですが、 の食事に関するニーズが高まり、
納得していただければ日常的にお 「ミールソリューション」が求めら
店をご利用になり、お買い上げ点
れてきます。その一環として店内
数も多いという特性があります。
調理の取り組みをさらに進め、お
また、昨年は「タスポ効果」が注目
弁当に組み込むなどの新しい取り
されましたが、新しい商品提供を
組みもテストを進めています。ネ
通じて、一過的な客数増に終わら
ット販売のポテンシャルもさらに
せず、定着していただけるよう努
広げていきます。
めてきました。その結果、
「タスポ
セブン イレブンは今年 周年
効果」が一巡した地域でも客数増
を迎えますが、創業以来の伝統は
につながっています。
何と言っても「質へのこだわり」で
す。これからも商品・サービス、
店
挑戦が生む新たな成長のチャンス
づくりなど、あらゆる面で目標品
あらゆる「質」の見える化を図る
質を定め、「質の見える化」を通して、
さらなる向上を図っていきます。
このような新しい取り組みの成
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注文を受けてから揚げる
かき揚げの音や香りが、
ますます食欲をそそります。

たい

揚げたてのサクサクした
かき揚げとコシのあるそ
ばのコンビで大人気の
「海
老かき揚げとせいろそば」
680 円。

セブン＆アイ・フードシステムズ

座敷 席 を設けてくつろぎの場 を
提供しています。また、オープン
キッチンでカラリと揚げた「かき
揚げ」は、パチパチとてんぷらを
揚げる音や食欲をそそる香ばし
い香りが店内に広がり、人気の定
番メニューになっています。

気軽に入れて手ごろな価格
さらに、こだわりの味と接客
「 そ ば は、 も ち ろ ん 本 格 的 な
二八そば。注 文 を 受 けてからの
調理にこだわり、
つねに茹でたて・
揚げたてのおいしさが自慢です。
また、女性スタッフを中心に、元
気で 明 る く き め 細 や か な 接 客で
居 心地の良い店 を心がけていま
す」と、
「七福」チームの店舗開発
担当者。
そ ば 屋 な らではの丼メニュー
やサイドメニューも充実させ、手
づ く り の 卵 焼 き、い な り 寿 司、

略歴
1957年10月４日生まれ。1980年青山学院大学法学部
卒業、セブン–イレブン・ジャパン入社。商品本部米飯・
調理パン担当ＭＤ、加工食品シニアＭＤ、デイリーシニ
アＭＤを経て、2002年5月取締役商品本部食品部長。
2006年5月取締役常務執行役員。2007年1月商品本部
長。2009年5月21日代表取締役社長就任。

地下鉄駅の脇にある 2 号店の四谷三丁目店では、午後３時
をまわっても、遅めの昼食や軽食として召し上がるお客様
で店内はいっぱい。

−

手頃な価格で、味や雰囲気は本格派
「そばうどん處七福 弁天庵」を拡大へ
日本人に愛されている伝統的
な そ ば・う どん を、よ り 手 頃 な
価格で、便利に楽しく提供する
「 そ ば う どん 處 七 福 弁 天 庵 」
。
２００７ 年 秋の初 出店以来、地
道にお客様の信頼を得て、今期
は一気に 店 舗への拡 大 を目 指
します。
そ ば・う どん 市 場 は 景 気に 左
右されにくく、日本 全国にスタ
ンドそば（うどん）店が乱立して
います。
「七福」は、その市場に、
高質感、落ち着き、安全・安心と
いった新たな価値観を持ち込み、
スタッフにも 女 性 を多 用。女 性
や高齢者も入りやすい店づくり
で潜在的な需要を掘り起こしま
した。
立ち 食い＋１００円 程 度の手
頃な価格設定ですが、老舗のよう
な風情ある雰囲気づくりを行い、
店 舗によっては 掘 り ごたつ式の

セブン イレブン・ジャパン新社長インタビュー

長年にわたり商品開発を担当。中でも「かつて冷やし中華
の開発で壁にぶつかった時に、
『質の見える化』を実現した
仕事が大きな糧になりました」
。趣味は体を動かすことで、
今年の東京マラソンに出場し、完走。座右の銘は『不易流
行』
。
「何事も基本の徹底と変化への対応が欠かせません」
。

加盟店と全社員がベクトルを合わせ
「変化対応」に挑み続けます

井阪 隆一

事やお買物を合理的に済ませたい
という共働き世帯の増加を背景に、
「身近なお店」が強く求められてい
ます。こうした点を踏まえて、ま
だまだ出店の余地はあり、今年度
の出店目標1000店の達成に向
けて、積極的に出店を進めていく
予定です。コンビニエンスストア
は飽和状態にあるという声をよく

代表取締役社長

月 日に就任した井阪新社長にうかがいました

セブン– イレブン・ジャパン
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高まる「身近なお店」への期待

2

−

35

−

21

いま、お客様のコンビニエンス
ストアへの期待は高まっています。
たとえば、小売店の店舗数は19
82年をピークに、年間 万軒以
上が減少しています。その一方で、
高齢化によって郊外までお買物に
出かけるのが困難という方や、家

−
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各社から最新ニュースをお届けします

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

セブン-イレブン／イトーヨーカドー／ヨークベニマル

福島県と
「地域活性化包括連携協定」
を締結

２００９年度「お取引先懇談会」を開催

4月2日、福島県とセブン-イレブン、イトーヨーカド
ー、ヨークベニマルの3社は、地産地消や食育、健康増
進、災害対策など10分野における相互の連携を強化
し、地域の活性化を目指す「地域活性化包括連携協
定」を締結しました。福島県が民間企業と包括協定を
締結するのは今回が
初で、行政とセブンイレブン、イトーヨー
カドー、ヨークベニマ
ルの3社同時の締結
も初となります。

5月13日、
セブン&アイHLDGS．
各社のお取引先で
構成される
「セブン&アイHLDGS．
お取引先懇談会」
総
会が開催され、
７６７社、
１,１77 名が参加しました。
セブン&アイHLDGS．
村田紀敏社長、
お取引先を代
表して森永乳業の大野晃会長のあいさつに続き、お取
引先とのチームＭＤの事例を紹介したビデオを上映。そ
の後、鈴木敏文会長より、
消費環境の変化とそれに
対応した取り組みの説明
があり、お取引先とともに
時代ニーズに即した新し
い挑戦をしていくことへの
協力をお願いしました。

締結の席で協定への期待を語る福島県
の佐藤雄平知事。

セブン-イレブン

店舗オープン情報

第6次総合情報システムが「IT賞」を受賞

2 月 27日
（金） ヨークベニマル日立会瀬店
● 茨城県日立市会瀬町 4-14-1 ● 店舗面積：2,066㎡

2月12日、セブン-イレブンの
「第 6 次総合情報シス
テムとプロジェクトマネジメント」
が、社団法人企業情報
化協会
（IT 協会）
の
「IT 賞」
を受賞しました。これは、
シス
テムの企画・開発プロセス・評価手法の標準化を図り、
パートナーメーカーとの役割分担を明確にし、効率・品質
の良い開発を行ったことが評価されたものです。
「IT 賞」
は、経営とITの効果的な融合により、企業活
動の戦略的展開を実現し成果をあげ、
将来にわたって他
の模範となる取り組みと認定された企業に贈られます。

3 月19日
（木） イトーヨーカドー武蔵小金井店
● 東京都小金井市本町 6-14-9
● 店舗面積：18,760㎡

アカチャンホンポ 武蔵小金井イトーヨーカドー店
●

店舗面積：1,064㎡

（詳細は20〜21ページをご覧ください）

3 月 20日
（金） ザ・プライス鎌ヶ谷店
● 千葉県鎌ヶ谷市富岡 1-1-3「鎌ヶ谷ショ
ッピングプラザ」
内
●

店舗面積：1,750㎡

イトーヨーカドー／セブン-イレブン

3 月 25日
（水） ヨークマート南毛利店
● 神奈川県厚木市温水 906-1 ● 店舗面積：2,306㎡

お客様の節約志向に応えた
イベントと一斉値下げを実施

3 月 26日
（木） イトーヨーカドーすすきの店
● 北海道札幌市中央区南 4 条西 4 丁目1番地
●

経済不安が続き、
お客様の節約志向がますます高まる
中、
イ
トーヨーカドーでは、
お買上げ金額に応じて現金をお
返しするキャッシュバックセール、
衣料・日用品の現金下取
りセールなどを実施し、
お客様から支持をいただきました。
さらに、原油価格の下落や円高メリッ
ト、産地シフトな
どにより、大幅な価格見直しを実現。
３月１８日より衣料・
住居・食品の２,６００品目を、4月１５日より衣料・住居の
２,４００品目を一斉値下げしました。また、
セブン–イレブン
でも４月１４日より、台所洗剤やハミガキ・ハブラシなど、使
用頻度の高い雑貨３１アイテムを値下げ。今後もグルー
プのスケールメリッ
トや仕入の見直しなどで、お客様の
ニーズに対応していきます。

店舗面積：4,514㎡

ザ・プライス西川口店
●

埼玉県川口市西川口 2-3-5

●

店舗面積：1,580㎡

3 月 28日
（土） ザ・プライス五香店
● 千葉県松戸市常盤平 5-22-3
● 店舗面積：5,410㎡
4 月17日
（金） ザ・プライス蕨店
● 埼玉県蕨市塚越 1-7-9
● 店舗面積：5,390㎡
4 月 24日
（金） ザ・プライス東松山店
● 埼玉県東松山市箭弓町 1-15-13
● 店舗面積：6,780㎡
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セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

「流通とITの共創」を目指して
セブンインターネットラボを設立

「２００９年度経営方針説明会」を開催

セブン＆アイHLDGS. と日本電気
（株）
は、
「流通とIT
の共創」
をテーマに、情報化社会に向けた研究・システ
ム開発を行う
（株）
セブンインターネッ
トラボを設立しまし
た。主な事業内容は、
ネッ
トとリアルの融合ビジネスの研
究、データ活用ノウハウの研究とともに、
システム開発に
よる生産性の向上、
グループのインターネッ
トに関する開
発・保守・運用の一元化によるローコストオペレーション
の実現などです。グループの発注システムの開発に当
初からかかわってきた日本電気との協業により、新しい時
代のニーズに
応える新しい
ITビジネスの
モデルづくり
に挑戦してい
きます。

3月10日、横浜アリーナにて、
グループ各社の幹部社
員約 8,400 名が参加し、
「経営方針説明会」
が開催され
ました。
前半は
「過去と決別し、仮説を立て挑戦しよう」
をテー
マに、売場づくりなどの事例がビデオで紹介されました。
後半は、鈴木敏文会長より、厳しい環境下において、世
の中の変化をいち早くとらえ、変化対応していくことへの
重要性が語られました。

2月17日にセブン＆アイHLDGS. 本部で行われた設立記者会見。
左より、
後藤セブン＆アイ・ネッ
トメディア社長、村田セブン＆アイHD 社長、鈴木セ
ブンアンドワイ社長、相澤 NEC 副社長、木下 NEC 執行役員。

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

株式会社セブンインターネットラボ

合同入社式に1,266名が参加

●設立日：2009 年 3月24日

●所在地：東京都千代田区麹町五丁目4 番地

3月12日、
セブン＆アイHLDGS. の合同入社式がグ
ランドプリンスホテル赤坂で行われ、初参加のシェルガー
デンを含めたグループ16 社の新入社員1,266 名が一
堂に会しました。式典では鈴木敏文会長のあいさつに続
いて、
ご来賓の脳科学者、茂木健一郎氏からお祝いの
言葉が贈られました。
厳しい就職戦線を乗り越えてきた今年の新人たちは、
「喜びの歌」
の合唱とともに、希望と情熱にあふれる社
会人としての第一歩を踏み出しました。

●代表取締役社長：鈴木康弘
（兼セブンアンドワイ代表取締

役社長）

●資本金：200 百万円

●出資比率：
（株）
セブン＆アイ・ネッ
トメディア

		 日本電気
（株） 40％
		 セブンアンドワイ
（株） 10％

50％

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

8月に「株式会社そごう・西武」誕生へ
8月1日をもって、
そごうを存続会社として、
ミレニアムリ
テイリングと西武百貨店の3 社を合併し、
「そごう」
「西武
百貨店」
の店舗名称は維持したまま、
存続会社の商号を、
「株式会社そごう・西武」
とすることが決まりました。
合併により、激変する消費環境の中、基幹店と複数
店舗をネッ
トワークする
「商勢圏戦略」
により、全店一体
で運営する体制を構築します。業務統合で経営の効率
化を図り、店舗と本部が一体となって迅速かつ柔軟な意
思決定を行う経営体制を目指します。
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今年はシェルガーデンが初参加して１６社合同に。新
入社員代表の爽やかな
「誓いの言葉」
が会場に響きま
した。

セブン - イレブンみどりの基金

「国民の森林づくり推進功労者」
として表彰

第4期

セブン -イレブンみどりの基金は、
２００４年９月

報告書

に甚大な台風損害を受けた森林を再生するた
興の森づくり」が評価され、林野庁から「国民の

2008 年 3 月 1日〜2009 年 2 月 28日

森林づくり推進功労者」として表彰を受けまし

2009 年 2 月 28 日をもちまして第 4 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。
当期における当社を取り巻く環境は、国際的な経済環境の著
しい悪化のもと、所得の伸び悩みや雇用情勢の急速な悪化を受
け国内の消費マインドの低下圧力がさらに強まるなど、厳しい
まま推移しました。そのような環境において、当社およびグルー
プ各社は、シナジー効果の拡大を図るとともに、既存事業のさら
なる強化と、新たな事業展開に向けた事業基盤の整備を進めま
した。

た。また、お客様からの募金をもとに毎年行っ
ている公 募 助 成につ い ては、2009 年 度 は、ご
の中から、
２７３件に総額
１億２１２３万５,８１４円の助

セブン＆アイHLDGS.

成が決定しました。

エコバッグ収益金の一部で
排出権を取得、日本政府へ寄付

表彰を受ける山本憲司理事
（右）
。

イトーヨーカドー、セブン -イレブン、ヨークベ

イトーヨーカドー

ニマル、ヨークマートでは、2008 年 1月より販売

前期比

川流域でつくられているこしひかりを、オリジナ

5兆7,523億円

107.8％

5兆6,499億円

98.2％

ル商品「清流四万十こしひかり」として80 店舗

コンビニエンスストア

2兆3,957億円

106.5％

2兆3,086億円

96.4％

で販売しています。この度、昨年 8 月1日から9

スーパーストア

2兆1,090億円

112.0％

2兆1,250億円

100.8％

月30日までの間の販売重量を1ｋｇ当たり1円

1兆253億円

103.7％

9,938億円

96.9％

に換算し、四万十川の環境保全活動を行ってい

フードサービス

1,139億円

93.7％

1,027億円

90.1％

金融関連

1,179億円

117.6％

1,248億円

105.9％

366億円

113.3％

350億円

95.7％

△463億円

−

△403億円

−

2,810億円

98.0％

2,818億円

100.3％

2,010億円

97.5％

2,133億円

106.1％

スーパーストア

340億円

116.8％

247億円

72.6％

百貨店

257億円

96.2％

183億円

71.2％

フードサービス

△42億円

−

△29億円

−

金融関連

210億円

85.8％

254億円

120.9％

24億円

153.5％

20億円

83.2％

9億円

−

8億円

−

経常利益

2,782億円

98.7％

2,793億円

100.4％

当期純利益

1,306億円

97.9％

923億円

70.7％

百貨店

その他
消去または全社
営業利益
コンビニエンスストア

その他
消去または全社

為替レート

US$1=117.85円

US$1=103.48円

1元

1元

=015.51円
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しているエコバッグの収益の中から、1枚につき5

=014.85円

円を、国連で承認された温室ガス削減プロジェク
トによる排出権取得に充てています。このたび、

イトーヨーカドーでは、10 年ほど前から四万十

2009年2月期

前期比
営業収益

セブン＆アイＨＬＤＧＳ. 各社の環境への
取り組みをご紹介します。

応 募 いただいた３７４件

「清流四万十こしひかり」
売上げの一部を
四万十川の環境保全活動に寄付

●連結業績
（2008 年 3月1日〜 2009 年 2月28日）
2008年2月期

環境トピックス

めに取り組んできた、
「支笏湖周辺台風災害・復

販売開始から1年を経過し、
イ
ンドのタミル・ナドゥ州におけ
る風力発電プロジェクトによる
500t の CO2 排出権を取得。2
月末、日本政府に無償譲渡（寄
付）し、日本の「チームマイナ

る「四万十川基金」に寄付を行いました。4 月24

ス6％」に貢献しました。

日、豊かな実りをもたらす四万十の自然保全に向
けて、63 万 147 円を
お届けしました。

CO2 排出権を取得した、
イン
ドのタミル・ナドゥ州の風力
発電プロジェクト。

財団理事でもある前田哲生
四万十町長
（右）
に相澤良太
バイヤーより寄付をお渡ししま
した。

セブン＆アイHLDGS. ／セブン - イレブンみどりの基金

「三宅島緑化プロジェクト」にグループ各社社員がボランティア参加
２０００年の噴火に見舞われた三宅島復興の一

ヒサカキ、ヤブツバキ、オオ
バイボタといった火山ガス
に強い種類を植樹。

助としてセブン -イレブンみどりの基金では、緑
化運動を支援してきました。今年はセブン＆アイ

HLDGS. 全体に活動を広げ、各社からボランティ
ア参加を公募。総勢１００名が 5 月9日、約１.７ヘク
タールに４,２００本もの植樹を行いました。
28

せていただきました。

次期の事業環境も厳しい状況が継続する
ことが予想されますが、当社およびグルー
プ各社は安定的な財務体質を背景として収
益基盤をさらに強化するとともに、業態を
超えてグループシナジー効果を発揮するこ
とにより、
「新・総合生活産業」の確立を目
指していきます。
なお、2010年 月期（2009年
月 日〜2010年 月 日）
の連結業績は、
営業収益が前期比 ・ ％減の 兆
3130億円、営業利益が同 ・ ％増の
2850億円、経常利益が同 ・ ％増の
2810億円、当期純利益が同 ・ ％増
の1230億円を計画しています。年間配
当金につきましては 株当たり 円を予定
しています。

次期の見通し

0

30

事業セグメント別営業概況

2

37

1
7
3

-

-

◉ 百貨店事業

2008年３月に「そごう八王子店」を全
館リニューアルオープン、同年 月には「西
武池袋本店」の婦人雑貨と婦人ファッショ
ン売場をリニューアルオープンしました。
また、同年 月に「グループシナジープロ
ジェクト」
、2009年１月には「西武生鮮
活性化プロジェクト」を立ち上げ、グルー
プ各社との交流を活発化する組織体制を構
築しました。
（ 〜 ページ参照）

-

レストラン事業部では、新しいメニュー
の開発や価格の見直しを実施した結果、客
数は回復基調となりました。また、不採算
店舗の閉鎖や経費削減による収益性の改善
に努めました。
◉ 金融関連事業
ATM事業では、ATMを利用されるお
客様が多いセブン イレブン店舗への２台目

1

「セブンプレミアム」の導入で来店客層が拡大
したセブン–イレブン。

◉ コンビニエンスストア事業
国内では引き続き都市部への出店強化と
既存店舗の好立地への移転を積極的に推進
するとともに、事業所、学校、病院などへ
の小型店舗の出店を進めました。また ０
０９年１月に富山県と福井県へ、同年２月
には島根県へ新規出店し、出店地域は 都
道府県に拡大しました。商品面では店内で
調理したでき立て
のファストフード
や「セブンプレミ
アム」の販売、地
域商品の開発に力
を注ぎました。ま
た、2008年７
月には「セブン
イレブンネット」
を開設し、店舗で
-

56

決算概況

27

グループシナジーの強化、
新規事業基盤の拡充により
収益および利益成長戦略を促進

5

ープンし、いずれも好調に推移しました。
の導入に加えて、空港や駅、ホテルなどグ
食品スーパーでは㈱ヨークベニマルを中
ループ外へのＡＴＭ設置を進め、順調にＡ
心とした食品スーパー事業の再編・統合を
ＴＭ網を拡大しました。また、当期の 日
進めるとともに、業務の効率化に努めました。 １台当たり平均利用件数は前期より ・
中国では北京、成都とも、地域のお客様
件増の114・ 件となりました。
のニーズに合わせた商品・サービスの強化
クレジットカード事業では、電子マネー
に努め、売上・利益とも好調に推移しました。 「ｎａｎａｃｏ 」のグループ内外への拡大を
進 め、 利 用 可 能 店 舗 数 は 当 期 末 時 点 で 約
２万３千店舗となりました。

1 29

概況

さらに、既存事業の強化と新たな事業機
会の獲得に向けた事業基盤の整備も進めま
した。2008年４月にはエリアライセン
シーによる中国でのセブン イレブン店舗の
展開に向けて、セブン イレブン中国有限公
司を設立。同年７月にはＩＴ／サービス事
業の再編・強化を図ることを目的に、㈱セ
ブン＆アイ・ネットメディア、2009年
１月には㈱セブンカルチャーネットワーク
を設立しました。また、2008年８月に
大手調剤薬局の㈱アインファーマシーズと
業務・資本提携を実施し、2009年４月
には同社との間で合弁会社設立の基本合意
に至りました。
これらの結果、当期の連結業績は営業収
益が 兆6499億円（前期比 ・ ％減）
、
営業利益が2818億円（同 ・ ％増）
、
経常利益が2793億円（同 ・ ％増）
、
当期純利益が923億円（同 ・ ％減）と
なりました。
なお、当期の期末配当金は当初予想から
円増配の 株当たり 円、中間配当金
円と合わせて年間では 株当たり 円とさ
8

3 4 3

1

29 0 0

10

当期は、国際的な経済環境が著しく悪化
し、国内の消費マインドがいちだんと低下
しました。このような環境の中で当社は、
企業価値の最大化に向けてグループ力を結
集し、シナジー効果の最大化に向けた取り
組みに引き続き力を注ぎました。一例とし
て、グループ共通のプライベートブランド
商品「セブンプレミアム」の品揃えと品質の
充実を継続して進めてきました。高品質、
安全・安心、お求めやすい価格をコンセプ
トにした商品開発に対してお客様から評価
をいただき、スーパーストア事業およびコ
ンビニエンスストア事業の販売と収益の向
上に貢献しました。
また下期には、ミレニアムリテイリング
でもグループシナジープロジェクトを立ち
上げ、グループのノウハウを取り入れて活
性化を図ることにより、百貨店としてのプ
レステージを保ちながら、新しいお客様の
開拓にも取り組みました。

の品揃えを補完する機能を強化するなど、
サービスの拡充にも努めました。
北米では、景気が急速に悪化する厳しい
小売環境の中、ファストフードやプライベ
ートブランド商品などの差別化商品の開発
と販売に力を注いできた結果、米国既存店
商品売上高伸び率が前年を上回るなど、販
売は好調に推移しました。また、新規出店
や直営店のフランチャイズ化なども積極的
に進め、店舗網の拡充に努めました。
中国では、北京市での本格的なフランチ
ャイズ展開および上海市内でのエリアライ
センシーによる店舗展開の準備を進めまし
た。

2

◉ フードサービス事業

19

5

5
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6 1

56

33
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1

31

1

10

18

◉ スーパーストア事業

11

国内では、2008年３月にモール型シ
ョッピングセンター「アリオ鳳」、同年 月
には近隣型ショッピングセンター「イトーヨ
ー カ ド ー 本 牧 」を
新 規 出 店。ま た、
既存店舗の業態転
換により、新たに
食品を中心とした
ディスカウントス
ト ア「 ザ・ プ ラ イ
ス 」を ２ 店 舗、 都
市型ホームセンタ
ー１ 店 舗 を 改 装 オ

生活応援型の新ディスカウ
ントストア「ザ・プライス」
。

連結財務諸表〈要約〉
● 連結損益計算書

● 連結貸借対照表

（単位：百万円）

（

前期

自 2007年3月01日
至 2008年2月29日

営業収益

）（

当期

自 2008年3月01日
至 2009年2月28日

）

ポイント
増減額

営業収益：北米のコンビニ
エンスストア事業を連結す
る際の為替レートが円高に
なった影響（約△ 2,400 億
円）により、減収となりま
した。

前期

（2008年2月29日）

5,752,392

5,649,948

△102,444

5,223,832

5,094,757

△129,075

売上原価

3,863,847

3,789,598

△74,249

1,359,984

1,305,158

△54,826

528,560

555,191

26,631

1,888,545

1,860,350

△28,195

1,607,457

1,578,484

△28,972

281,088

281,865

777

営業外収益

13,371

13,102

△268

営業外費用

16,196

15,661

△535

経常利益

278,262

279,306

1,044

特別利益

22,352

6,202

△16,150

のれん

特別損失

73,173

70,393

△2,779

その他

227,441

215,115

△12,326

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

税金等調整前当期純利益
法人税､住民税及び事業税
法人税等調整額

109,461

111,231

1,769

△21,222

2,626

23,849

8,545

8,920

375

130,657

92,336

△38,321

少数株主利益
当期純利益

当期

（2009年2月28日）

ポイント

増減額

資産の部

売上高
売上総利益

（単位：百万円）

流動資産
現金及び預金

1,354,417

1,397,102

42,684

649,167

650,949

1,782

コールローン
受取手形及び売掛金

23,500

10,000

△13,500

128,852

116,902

△11,949

ポイント

営業貸付金

75,741

78,042

2,301

営業利益：国内の総合スー
パーや百貨店事業における
収益の悪化はあったものの、
コンビニエンスストア事業
と金融関連事業が好調に推
移したことにより増益とな
りました。

有価証券

94,524

94,824

300

たな卸資産

169,026

169,534

508

その他

213,605,

276,847

63,242,

ポイント
当期純利益：特別損失は前
期並みであったものの、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。

固定資産

2,531,954

2,329,776

△202,178

有形固定資産

1,337,142

1,222,427

△114,714

無形固定資産

465,847

421,647

△44,200

360,348

318,945

△41,402

105,498

102,701

△2,797

728,964

685,701

△43,263

長期差入保証金

460,951

442,416

△18,535

その他

268,012

243,284

△24,728

繰延資産

308

182

△126

資産合計

3,886,680

3,727,060

△159,619

投資その他の資産

前期

（2008年2月29日）

当期

（2009年2月28日）

流動負債

（

（単位：百万円）
前期

）
（

当期

）

増減額

1,177,493

1,254,927

77,434

支払手形及び買掛金

321,402

297,783

△23,618

短期借入金

149,861

191,100

41,239

一年内返済予定の長期借入金

自 2007年3月01日
至 2008年2月29日

自 2008年3月01日
至 2009年2月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

465,380

310,007

△155,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

△237,184

△139,568

97,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

△130,136

△169,755

△39,618

340,182

326,348

△13,834

現金及び現金同等物に係る換算差額

△422

△4,969

△4,547

固定負債

651,147

611,459

△39,687

97,636

△4,286

△101,923

社債

131,077

180,448

49,370

長期借入金

321,336

249,685

△71,651

現金及び現金同等物の増加又は減少（△）額
現金及び現金同等物の期首残高

570,133

667,770

97,636

現金及び現金同等物の期末残高

667,770

663,483

△4,286

120,419

103,352

△17,066

一年内償還予定の社債

16,217

50,592

34,375

預り金

87,205

120,038

32,832

142,205

165,712

23,506

銀行業における預金
その他

長期預り金
その他

ポイント

ポイント

ポイント

営業活動によるキャッシュ・
フロー：前期に比べセブン
銀行におけるコールローン
の純増減が 943 億円減少
したこと、ATM 未決済資金
の純増減が 321 億円減少
したことなどにより、収入
が減少しております。

投資活動によるキャッシュ・
フロー：当期において定期
預金や譲渡性預金の払戻に
よる収入が 1,268 億円あっ
たことなどにより、前期に
比べ支出が減少しておりま
す。

財務活動によるキャッシュ・
フロー：当期において社債
の発行による収入が 996
億 円 あ り まし た が、自 己
株 式 の 取 得による支 出が
1,581 億円あったことなど
により、前期に比べ支出が
増加しております。

33

負債合計

61,534

60,276

△1,257

137,198

121,049

△16,149

1,828,641

1,866,387

37,746

1,979,848

1,862,962

△116,885

5,170

△77,773

△82,943

─

391

391

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

ポイント
固定資産：海外子会社を連
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

● 連結キャッシュ
・フロー計算書

流動資産：当期末が休日だっ
たことにより、セブン銀行
の ATM で他行の預金を引
き出した際の ATM 仮払金
（その他に含む）が増加して
おります。

流動負債：短期借入金が増
加したことや、償還期限が
１年内になった社債を長期
から振替えたことなどによ
り増加しております。

ポイント
固定負債：当社が社債を発
行したことにより社債は増
加しましたが、長期借入金
が１年内への振替や返済に
より減少したことで、全体
では減少しております。

ポイント

73,020

75,092

2,071

純資産合計

2,058,038

1,860,672

△197,366

負債純資産合計

3,886,680

3,727,060

△159,619
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純資産：当期純利益の計上
に伴う増加に対し、配当金
の支払いや自己株式の取得
及び消却、円高による為替
換算調整勘定の減少などに
より、全体では減少してお
ります。

個別財務諸表〈要約〉
● 連結株主資本等変動計算書

● 貸借対照表

（単位：百万円）
前期

当期

（2008年2月29日）

当期
（自 2008 年 3月1日 至 2009 年 2月28日）
株主資本

増減額

（2009年2月28日）

資本金

資産の部

2008年2月29日残高

流動資産

22,006

21,069

△937

固定資産

1,746,769

1,733,012

△13,756

当期中の変動額

63

55

△7

剰余金の配当

有形固定資産
投資その他の資産

（単位：百万円）

1,746,706

1,732,957

△13,748

繰延資産

140

70

△70

資産合計

1,768,915

1,754,152

△14,763

負債の部
流動負債

201,627

271,998

70,370

固定負債

1,944

101,940

99,996

負債合計

203,571

373,938

170,366

50,000

731,621

当期純利益

利益剰余金

自己株式

1,205,042

株主資本

1,566,520

1,379,842

△186,677

△1,175
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1,204

新株予約権

−

342

342

純資産合計

1,565,344

1,380,214

△185,130

負債純資産合計

1,768,915

1,754,152

△14,763

評価・換算差額等

（単位：百万円）

（

前期

自 2007年3月01日
至 2008年2月29日

） （

当期

自 2008年3月01日
至 2009年2月28日

）

1,979,848

△51,091

△51,091

92,336

92,336

自己株式の取得

△158,018

△158,018

自己株式の処分

△0

37

36

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

△121

△121
△26

△26

株主資本以外の項目の
当期中の変動額
（純額）
当期中の変動額合計
2009年2月28日残高

−

△155,547

41,123

△2,461

△116,885

50,000

576,074

1,246,165

△9,277

1,862,962

評価・換算差額等
その他有価証券
評価差額金

● 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

資本剰余金

2008年2月29日残高

3,885

繰延
ヘッジ損益

為替換算
調整勘定

評価･換算
差額等合計

△676

1,961

5,170

新株
予約権
−

少数株主
持分

純資産合計

73,020

2,058,038

当期中の変動額

増減額

△51,091

剰余金の配当

58,734

62,683

3,949

6,791

7,061

269

51,943

55,622

3,679

自己株式の取得

△158,018

営業外収益

108

90

△17

自己株式の処分

36

営業外費用

1,756

4,391

2,634

経常利益

50,294

51,321

1,027

自己株式の消却

−

特別利益

1,600

7

△1,592

米国子会社の
米国会計基準適用に伴う増加高

特別損失

3,877

1,971

△1,906

その他

48,016

49,357

1,341

法人税､住民税及び事業税

74

7

△67

株主資本以外の項目の
当期中の変動額
（純額）

法人税等調整額

42

23

△18

47,899

49,327

1,427

販売費及び一般管理費
営業利益

税引前当期純利益

当期純利益

35

92,336

当期純利益

当期中の変動額合計
2009年2月28日残高

△121
△26
△3,637
△3,637
247

△82,943

391

2,071

△80,480

54 △79,360 △82,943

391

2,071

△197,366

391

75,092

1,860,672

54

△79,360

△622

△77,398
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△77,773

株式の状況
（2009 年 2 月末現在）

株主メモ

決算期
定時株主総会
定時株主総会の株主確定基準日
配当基準日
単元株式数
公告方法
上場取引所
証券コード
株主名簿管理人
同連絡先

2 月末日
毎年 5 月
2 月末日
毎年 2 月末日及び毎年 8 月31日
100 株
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。

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

102,051 名

大株主

伊藤興業株式会社………………………………………………………68,754

（千株） （出資比率）

東京証券取引所市場第一部
3382
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部
〒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）

各種手続用紙のご請求について

特別口座に記録された株式に関するお手続き用紙のご請求は、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）

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

会社概要

役 員

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）
………………50,059

5.5 %

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口４G）
… ………43,942

4.8 %

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）
……………………40,055

4.4 %

第一生命保険相互会社…………………………………………………27,577

3.0 %

日本生命保険相互会社…………………………………………………20,664

2.3 %

伊藤雅俊…………………………………………………………………19,331

2.1 %

三井物産株式会社………………………………………………………16,222

1.8 %

メロン バンク エヌエー トリーテイー クライアント オムニバス…………12,552

1.4 %

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225… …12,523

1.4 %

● ホームページアドレス

http://www.tr.mufg.jp/daikou/

※その他株式に関する各種お手続きは、原則、口座を開設されている口座管理機関
（証券会社等）
にお問い合わせください。

所有者別株式分布状況

株主数（名）

株式数（千株）

280（0.3％）

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
2005 年 9 月 1 日
東京都千代田区二番町 8 番地 8

取締役

資本金
従業員数

500 億円
393 名
（連結 54,486 名）

（2009 年5 月28日現在）

代表取締役会長 最高経営責任者
（CEO）
代表取締役社長 最高執行責任者
（COO）
取締役 最高財務責任者
（CFO）
取締役 最高管理責任者
（CAO）
取締役
取締役
取締役
取締役
取締役
取締役

小林  強
伊藤 順朗
亀井  淳
井阪 隆一
塙  昭彦
山下 國夫

取締役
取締役
取締役
取締役
取締役

鈴木 敏文
村田 紀敏
氏家 忠彦
後藤 克弘

安齋  隆
大髙 善興
清水 哲太
スコット・トレバー・デイヴィス
野中 郁次郎

監査役
常勤監査役
常勤監査役
監査役

神田 郁夫
関  久
鈴木 洋子

監査役
監査役

中地  宏
首藤  惠

71（0.1％）
1,896（1.9％）

（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。

302,837（33.4％）

金融機関
金融商品取引業者

12,876（1.4％）
140,310（15.5％）

その他の法人

881（0.9％）

293,802（32.4％）

外国法人等

98,923（96.9％）

156,613（17.3％）

個人・その他

所在地別株式分布状況
〈株主数〉
北海道 2.2％
中国 3.4％

〈株式数〉
四国 1.4％

その他国内
5.3％

海外 0.8％

九州 3.6％
東北 5.4％
中部

13.2％

海外

関東

31.7％

56.2％

関東

63.0％

近畿
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7.6 %

13.8％
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