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コンビニエンスストア
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その他

（株）
セブン-イレブン・ジャパン 12,743
7-Eleven,Inc. 6,420
SEVEN-ELEVEN（HAWAII）,INC. 55
セブン-イレブン北京 93
セブン-イレブン中国

総合スーパー
（株）
イトーヨーカ堂 174
（株）
丸大 3
華糖ヨーカ堂 9
成都イトーヨーカ堂 4

（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

百貨店
不動産／警備

（株）
そごう・西武
●そごう 11
● 西武 15
●ロビンソン 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
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食品スーパー
（株）
ヨークベニマル 165
（株）
ヨークマート 63
（株）
シェルガーデン 19
（株）
サンエー 1
王府井ヨーカ堂 1

製造加工
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
（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） 532
●ファストフード（ポッポ他） 135
●コントラクトフード 231
セブン＆アイ・レストラン（北京） 1

専門店
（株）
メリーアン 58
（株）
オッシュマンズ・ジャパン 6
（株）
ロフト 58
（株）
赤ちゃん本舗 78
（株）
セブンヘルスケア
タワーレコード（株）

いま新たなイノベーションが
「世界と地域」
「ネットとリアル」を結ぶ

金融サービス
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
（株）
セブンネットショッピング
（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）
ごっつお便
ぴあ（株）

（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
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いま新たなイノベーションが
「世界と地域」
「ネットとリアル」を結ぶ

特集 セブン−イレブン インターナショナル・ライセンシー・サミット

日本発、世界標準へ

セブン−イレブンを
信頼と品質の「世界ブランド」に

こだわりの産地を訪ねて

14

さくらんぼ―佐藤錦―／そごう・西武
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セブン−イレブン記念財団
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対談／時代のニーズに応える

E
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楽楽新習慣

住民票の交付はセブン−イレブンで。

小川 進（神戸大学大学院経営学研究科教授）
鈴木敏文（セブン＆アイ HLDGS. 会長兼CEO）

N
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できるサービスを 、今年 月から
開始しています 。これは 、
2008
年から総務省や地方自治体と検討
を重ね 、住民基本台帳カード
（ ※住
基カード）と連携することによっ
て実現したもの 。
スタート時は 、東京都渋谷区 、
三鷹市 、千葉県市川市の 自治体 、
月 日には 、新たに福島県相馬
市が加わって 、
「コンビニ交付」サ

また 、専用ネットワーク回線と
ともに 、偽造・改ざん防止のため
の特殊技術による高度なセキュリ
ティで 、個人情報もしっかり保護 。
安心してご利用いただけます 。
コンビニチェーン最大の店舗数
を活かし 、セブン イレブンはさら
なる「近くて便利」な新サービス
開発に 、今後も全力で取り組んで
いきます 。
-

C

「
住

民票が必要なのに 、役所
にとりに行く時間がない」
そんな困った経験を 、多くの方が
お持ちかと思います 。自宅の近く
で 、自治体の証明書類の交付が受
けられるサービスは 、長い間待ち
望まれてきました 。
セブン イレブンでは 、店内のマ
ルチコピー機を利用して「住民票
の写し」
「印鑑登録証明書」が取得

ービスを実施 。夜間や休日でも交
付が可能になりました 。この つ
の自治体に居住する方々は 、全国
どこのセブン イレブンでもマル
チコピー機を利用して 、「住民票の
写し」と「印鑑登録証明書」が取得
できます 。今後 、参加自治体が順
次増加するにしたがい、
より多くの
地域の方々に 、利便性の高い行政
サービスの提供が可能となります 。
4

住民票の交付は
セブン イｰレブンで。

新・習・慣

地域に根ざした環境パートナー

T
18

S

上／インターネットを介して行政手続きやサービスを行う「電子政府」
「電子自治体」の実現推進に、セブン–イレブンも一翼を担います。
右／マルチコピー機による簡単な操作で、サービスが利用できます。
利用料金は自治体によって異なります。

21
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表紙イラスト／金子真理

時代 のニーズ に応 える
対 談

いま新たなイノベーショ ンが
「世界と地域」
「ネットとリ アル」を結ぶ

世界に類のない革新を進めてきた
日本のセブン イ
– レブン
鈴木 私どもでは 、お客様のニーズの変
化に合わせることが小売業の基本である
と考え 、つねに過去を否定し 、いまのお
客様ニーズに合った仕事の仕方や 、ビジ
ネスモデルを追求してきました 。小川さ
んは研究対象としてセブン イレブンを
取り上げてくださいましたが 、きっかけ
は何だったのですか 。
小川 私はマサチューセッツ工科大学に
留学してイノベーションの研究に本格的
に着手したのですが 、その時 、日本企業
のイノベーションを取り上げようと考え
て 、革新的な会社はどこか 、いろいろと

にその話をしたら 、ぜひそれを研究すべ

ブンを導入されても 、アメリカの仕組み

鈴木さんは 、アメリカからセブン イレ

ーションについて調べ始めたわけです。

らセブン イレブン・ジャパンのイノベ

究すべきだと確信を持ちまして 、それか

指導教官のエリック･フォン･ヒッペル

くりあげたことがわかりました 。当時の

こにもない革新的なビジネスモデルにつ

セブン イレブン・ジャパンが世界のど

た事業であるコンビニエンスストアを 、

そんな中 、もともとアメリカで生まれ

という一念から 、日本のマーケットに合

ともできません 。必ず成功させなければ

約していたので 、いまさら引き下がるこ

ド社（現セブン イレブン・インク）と契

反対を受けたのを押し切ってサウスラン

ビニエンスストアの導入は時期尚早と大

高名な先生も言うなら 、これは絶対に研

調べなさい」と言われました 。それだけ

ャパンの研究をしている 。ぜひちゃんと

ら 、彼に「うちでもセブン イレブン・ジ

機会があり 、セブン イレブンの話をした

ルフレッド･チャンドラー氏と話をする

鈴木 ところで 、小川さんは私どもの取

外部の専門家とチームを組んで
いままでにないものを生み出す

かしたのは会計システムくらいで 、あと

り組みをいろいろ調べてみて 、どうご覧

のを日本独自のものに変えました 。
セブン イレブンを日本に導入した当
時 、中小小売店は近代化・効率化が遅れ 、
生産性が低いことが課題でした 。一方で 、
大型店が発達していたアメリカで、小さ
な店舗を展開しているセブン イレブン
り 、何か重要なノウハウがあるに違いな
いと考えたのです 。しかし 、アメリカで
研修を受けてみて 、アメリカの仕組みを
そのまま持ち込んでも 、日本ではうまく
いかないとすぐに気づきました 。けれど
も 、当時 、イトーヨーカドー内でも 、外
部の流通業の専門家や学識者からもコン

小川 進

調べました 。世界的に注目されていた自
動車産業をはじめ 、鉄鋼業 、金融業など 、
的なレベルで革新を行っていると思える
きだと言われました 。また 、ハーバード

さまざまな業界を調べたのですが 、世界
業界・企業がなかなか見つかりませんで

そのままではなくて 、日本のマーケット

わせた商品・サービスを提供していくた

ビジネススクールの著名な歴史学者 、ア

に合わせた独自の仕組みや商品をつくっ

めに 、自分たちで最初から仕組みを考え

した。

てこられました 。そこにたいへん革新的
そのきっかけは何だったのですか 。
鈴木 セブン イレブンを日本に導入し

-

-

神戸大学大学院経営学研究科教授

鈴木 敏文

-

は商品から店舗指導にいたるあらゆるも

た時に 、アメリカの仕組みをそのまま活

-

がきわめて優秀な業績を収めていると知

-

セブン＆アイHLDGS . 会長兼 CEO

おがわ・すすむ
1964年 兵庫県生まれ。1989
年 神戸大学大学院経営学研究
科博士課程前期修了。1994
年 神戸大学経営学部助教授。
1998年 経 営 学 博 士（マサ
チューセッツ工科大学）取得。
1999年 神戸大学大学院経営
学研究科助教授、2000年 商
学博士
（神戸大学）
を取得し、
2003年より現職。
● 受賞：
「テレコム社会科学賞」
（2002年）
、
「組織学会賞
（高宮
賞）
（
」2001年）
、
「日本商業学
会賞」
（2001年）
など。

-

な取り組みが次々と生まれたわけですが、 ることにしました 。

-

-

-

-

日本発の優れた企業イノベーションの
研究を通じて、日本のビジネス革新に
新たな視点をもたらしてきた小川教授を迎え
セブン – イレブンの革新性やネットビジネス、
グローバル展開など
いまセブン＆アイグループが推進する
新たな取り組みについて
ご意見をうかがいました。

になっていますか。
は徹底的に知恵を出すことはなかったと

スト的に高くつきますし 、逆に丸投げで
鈴木 最初からそれができていたのでは

セブン イレブンが初めてだと思います 。

つ特徴があると思います。一つ
なく 、つねにお客様ニーズに応えること

小川
思います 。

要とする関連ノウハウや知識を持つお取

掛けてきたメーカーなど 、自分たちの必

械を開発する場合 、お寿司の自動化を手

専門家といっても 、たとえばお弁当の機

き出す形で協業を行っていることです 。

第二に 、外部の方の専門知識を十分引

持ちません。

ました。多くの会社は 、そういう発想を

会社とチームをつくって取り組まれてき

もなく 、専門の知識やノウハウを持った

えこまず 、また 、外部に丸投げするので

組みを開発していく時に 、全部自分で抱

での取り組みです。たとえば 、商品や仕

り組んだということは 、
セブン イレブン

だったと思います 。それでも 、一緒に取

とっても 、たいへんな決断を要すること

組むのは 、チームに参加している会社に

めてきた点です 。先例がないことに取り

ないという最初の取り組みを積極的に進

小川 第三の特徴は 、世界中にまだ例が

取り組んでいきました 。

う考え方で 、あらゆるイノベーションに

いうWin Winの関係をつくるとい

たにビジネスの領域を拡大できる 。そう

手に入れることができ 、専門家の方は新

は自分が必要とするレベルのシステムを

相手の技術力を借りることで 、私たち

に日米の大きな違いがあるような気がし

スモデルが驚きだったのでしょう 。そこ

任せる「単品管理」を基盤にしたビジネ

れました 。彼としては 、お店を信頼して

員を信じて 、仕事を託せるなあ」と言わ

説明をしたら「よくそこまで加盟店の店

ススクールの先生にセブン イレブンの

は 、アウトソーシングを軸としたチーム

引先を探してチームを組み 、お互いに切
にたいへん魅力があったからではないか

ハウを持っている会社にお願いするほか

前で開発することができず 、技術やノウ

力もありませんでしたから 、すべてを自

めた当初 、私たちは専門的な知識も資金

鈴木 なるほど 。セブン イレブンを始

仕組み 、つまり店舗がお客様をとらえ 、

拾い上げて 、フィードバックするという

ように末梢で起こっていたことを中枢で

基本的欲求が満たされてくると 、神経の

ていました 。その状況が変わり 、川下の

時は 、モノも情報も川上から川下へ流れ

年ほど前に 、ハーバードビジネ

ります。しかし 、サウスランド社から再

イザー）という制度が 、アメリカにもあ

する役割を持っているSV（スーパーバ

ば、日本のOFC（店舗経営相談員）に類

鈴木 そこはたいへん重要です。たとえ

とをしていればいいという考え方です。

していて 、店はただ本部の言う通りのこ

ちなことは 、本部の方がビジネスに精通

小川 フランチャイズビジネスで陥りが

立った商売はできません。

なければ 、一緒になってお客様の立場に

し 、お店と本部の信頼関係を基本に置か

鈴木 確かにそうかもしれません。しか

ます。

事業インフラを世界中で共有化すること

さらに今後は 、日本で築き上げてきた

ど店舗で仕事をするようにしています 。

場合 、入社したら誰でもまず 〜 年ほ

ハウだけでは意味がありません 。日本の

を理解せず 、頭に詰め込んだ知識やノウ

の仕事をするようにしてきました 。現場

け 、そこからさらに教育を受けてＯＦＣ

で体験して 、ある程度ノウハウを身につ

まず店舗で販売からマネジメントを自分

鈴木 そのため 、日本では本部の社員は 、

いないとできませんね 。

それなりの知識やノウハウを身につけて

グして 、それに合わせた指導をするには 、

るだけですが 、お店ごとにカウンセリン

されていましたが 、いまや家庭の主婦や

る便利なお店として 、若者を中心に利用

れています 。かつては 、 時間開いてい

活必需品が揃う店としての役割も求めら

ということ 。こうした点から 、近くで生

小川

販売の現場から得た知識と
ノウハウで店舗支援に当たる

ンが発生したと考えています 。

を考えていたら 、結果的にイノベーショ

磋琢磨していままでにないものを生み出
と思います 。

ありませんでした。それがアウトソーシ
マーケットに戻すという仕組みをつくる

建協力の依頼を受けた当時 、アメリカに

を図り 、積極的な出店と合わせ 、 年後

で 、各国の店舗の売上げのボトムアップ
に売上高 兆円を目指します 。

高齢者にも 、
「近くて便利」なお店として
ご利用いただけるということが重要です。
そのため 、品揃えも変化してきました 。

では 、アメリカでもそういう形に店舗指

ではないとアメリカで言いました。いま

はいわばティーチャーであって 、警察官

を注いでいます。ですから日本のOFC

齢化によって郊外の大型店まで頻繁に出

身近な所に小売店がなくなったこと 、高

鈴木 いま 、日本ではセブン イレブンに

「セブンプレミアム」の炭酸水をよく買う

小川 私は 、近くのセブン イレブンで

ました。近年は商店街がどんどん減って 、 への対応を進めています 。

求められている役割が大きく変わってき

のですが 、
「セブンプレミアム」が製造し

なども大幅に取り入れて 、新たなニーズ

ランド
（PB）
商品の
「セブンプレミアム」

グループで共同開発したプライベートブ

導の方法を変えています。

かけられなくなったこと 、さらに働く女

ているメーカー名を明記しているのは 、

グローバルとローカルの両立が
お客様ニーズをとらえる

小川 「警察官」のようにチェックするな

性も増えて平日に買物をする時間がない

援を重視し 、カウンセリングと教育に力

した。日本では 、そのお店に合わせた支

まるという意味で警察官のようなもので

かをチェックすることが主体で 、取り締

おけるSVの仕事は 、本部がつくったマ

10

ニュアル通りにお店ができているかどう

-

24

3

5

2

-

-



-

してきた点が 、他の企業には見られない

ングにつながりました。情報システムに
必要が出てきます 。それをつくったのは

メーカーが流通の主導権を握っていた

しても 、自分たちで開発していたら 、コ

特徴だと思います。

-

-

10



-

ら 、マニュアルに基づいて一律に判断す

セブン – イレブンの先進性は
専門家とチームを組んで
世界初に挑戦してきたことです。

3

商品づくりの姿勢があったからだと思い

ン＆アイグループのお客様を起点とした

えて名前を出すというのは 、やはりセブ

ないのではないかと思います。それをあ

には 、製造会社として名前を出したがら

も「お客様」ですから、小売業 社のPB

客様だけでなく 、販売してもらう小売業

小川 通常 、メーカーさんにとってはお

持いただいています。

で 、たいへん好評で多くの皆様からご支

さんの名前を表記しました。おかげさま

とを明確にするために 、商品にメーカー

一流メーカーがつくったものだというこ

高い。そこで「セブンプレミアム」では、

けでなく 、また 、ＮＢに対する信頼性が

日本のお客様は安さだけを求めているわ

ブランドで販売したものです 。しかし 、

はないけれど 、低価格を訴求してストア

ために誕生しました。大手メーカー品で

ョナルブランド（ＮＢ）商品に対抗する

鈴木 もともとＰＢは 、アメリカでナシ

ん。

世界を見回してもほとんど例がありませ

実に画期的なことだと思います。これは

小川

います。

この点をご理解いただいているのだと思

ばすことができ 、利益を享受できます 。

足する商品をつくれば 、必ず売上げを伸

メーカーさんが一緒になってお客様が満

でしょう 。一つのチームとして私たちと

をつくるという目標を共有しているから

ームとしてお客様に認めてもらえる商品

その要望に応えてくれるのは 、一つのチ

もあります 。それでも 、メーカーさんが

に厳しい要求をしなければならないこと

様目線に徹すると 、時にはメーカーさん

要があります 。お客

線」で考えていく必

者も 、「お客様の目

も販売業者も製造業

そのためには 、私ど

っていただけません。

た商品でなければ買

様のニーズに合わせ

いまの時代は 、お客

鈴木 そうですね 。

す。

が東京で売れます 。

はむしろ逆です 。地方で売れているもの

を地方へ持っていくと売れましたが 、今

ます 。かつては 、東京で売れていたもの

ると地域によってニーズが大きく変化し

鈴木 そうですね 。消費飽和の時代にな

と「現地化」のノウハウがあげられます 。

ています 。たとえば 、セブン イレブンだ

しいビジネスモデルや仕組みが求められ

るようになっています 。こういう中で新

ます。つまり 、お客様に満足してもらう

年代以降は 、モノ余りの時代で 、 ワインに取り組みました 。最初 、年間で

ます 。セブン＆アイグループでは 、まず

一方で 、世界共通に売れるものもあり

-

年ほどは 、情報についても供給が需要

供給が需要を上回りました 。そしてこの
本に修正し 、発売して カ月たった時点

100万本の計画だったのを 、300万

ですから 、グローバルなものとローカ

たくさんのお客様から支持されています。

メーカー名の表示を可能にしたと思いま

と小売業を一つのチームにしたことが 、

びはお客様側の役割でした。しかし、
お客

までのリアル店舗での買物では 、商品選

これは画期的なことだと思います 。いま

の情報をこれまで以上に選択的に消費す

を大きく上回っています 。消費者は大量

を得られるのだと思います 。

考えることが 、より多くのお客様の支持

鈴木 やはり 、お客様の都合に合わせて

した 。このワインは中国でも発売され 、

でさらに 万本加えた上方修正を行いま

ルなものとの両面を 、バランス良く取り

小川 イトーヨーカドーのネットスーパ

ますか。

さんはネット事業をどうご覧になってい

業領域の基盤整備を進めています。小川

取り組んでいます。そのためにネット事

ために、ネットとリアル（店舗）の融合に

プでは 、新たなお客様のニーズに応える

鈴木 いま 、私どもセブン＆アイグルー

した。

したら利用者が一気に拡大したと聞きま

小川 お届けを 日 便から 便に増や

と好評です 。

に行くより新鮮で 、おいしい商品が届く

鈴木 実際にお客様からも 、自分で買い

合の事例になっていると思います。

ーパーはリアル店舗とネットの見事な融

しい分業です 。私は 、この点でネットス

りしてくれる 。いわばお客様と店舗の新

をよく知っている売場の専門家が肩代わ

ネットスーパーでは 、それを商品のこと

セブン イレブンで新しいおにぎりが出

ールになってきました 。たとえば今後 、

ります 。クチコミなどが 、新しい販促ツ

川上｜川下という関係に横の関係が加わ

ったと言いましたが 、インターネットは 、

流れていたものが 、ある時点から逆にな

開けてくるわけです 。

で 、そういう予想していなかった視界が

言えます 。イノベーションを進めること

持つ本当の強みが 、より鮮明になったと

て 、バーコードを読み取るとすでに食べ
た人の感想がわかる 、というようなもの
が出てくるでしょう 。
鈴木 セブン イレブンでもツイッター

ができました 。ありがとうございました 。

本日は 、有益なご意見をうかがうこと

ではの強みが出せると思っています 。

な業態を持つセブン＆アイグループなら

す。ネットとリアルの融合は 、さまざま

に活用できる環境づくりも検討していま

また 、ＯＦＣがツイッターを仕事でつね

を使った販促手法を試験的に始めました。

-

2

5

先ほど 、川上から川下にモノや情報が

ーでは 、各店舗の売場担当の人が商品の

ないままに選んでいた方もいるわけです。 代わるのではなく 、むしろリアル店舗の

50

ピッキングに当たっているそうですが 、

ネットとリアルの融合は
セブン＆アイグループの強み

組むことが大切ですね。

小川 リアル店舗にネット販売がとって

4

様は本当はどの商品が良い商品かわから

という目的を共有することで 、メーカー

70
1

-
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1

ネットとの融合によって
リアル（店舗）の本当の強みが鮮明になります。
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事業インフラの共有を進め
「グローバルなブランド力」確立を目指す
鈴木敏文 セブン&アイHLDGS．会長
経営に関与しているという点です。それは、私

店舗数は年間に１８００〜２０００店舗ずつ純

ンイレブン全体の売上げは５・５兆円となり、

でも世界最大の規模となりました。世界のセブ

８０００店舗を数え、数ある流通チェーンの中

セブン-イレブンは、いまや世界で約３万

営を推進することで、店舗数だけでなく質的に

センシーと共有し、各地域の実情に合わせた経

私たちは、今後、これらの事業インフラを各ライ

本が最も注力して築き上げてきたシステムです。

ション」
「情報および物流システム」の４点は、日

チャンダイジング」
「店舗設備」
「店舗オペレー

力を持っているという証明でもあります。
「マー

たちの事業インフラが国や地域に関わらず競争

増し続けています（図 ）
。私たちは、世界のセ

各国・地域の経営強化で
５年後には 兆円規模に

ライセンシー・サミッ
トで
講演する鈴木会長。

の増加により、これを５年後に 兆円規模にす

ブンイレブン既存店の質的な強化と新規店舗
から信頼と支持を得たいと考えています。

も世界で最も優れた「ブランド」として、お客様

その格差は国によるものではありません。同じ

ンシー間で、まだ大きな格差があります（図 ）
。

しかし、質という点では、世界各地のライセ

ンはセブンイレブン・インクと連携して各国へ

ませんでした。今後、セブンイレブン・ジャパ

事業インフラを提供することはほとんどしてい

業は「商標」の提供が主であり、ライセンシーに

これまで、セブンイレブンのライセンス事

中国圏でも、格差が出ています。注目したいの

のサポート体制を整え、事業インフラの共有を

ることを目指しています。

は、上位にある運営企業はいずれも日本が直接、

バルMDで開発したワインを日本、アメリカ、中

調達の共有化も推進します。現在、すでにグロー

また、情報交流を活発に進め、商品開発や資材

を、お店が主体的に、自店のお客様ニーズに合っ

納品された商品をただ並べるだけだった仕組み

なります。また、これまで物流センター経由で

スクが増大し、利益成長の足を引っ張ることに

が売れない時代は、大量在庫は不良在庫化のリ

国で販売しています。全世界のセブンイレブン

た商品を発注し、陳列する方式に変えました。
もう一つの大きな変更は、品揃えです。当時
のコンビニエンスストアはスーパーの値引き販
売に対抗してディスカウントに力を注いでいま
した。それを止め、鮮度と品質を前面に打ち出

スランド社は、１９８０年代には世界最大のコ

りません。セブンイレブン・インクの前身サウ

支持と信頼を勝ち取ることができたわけではあ

本質は、現経営陣が率先して変えようという意

果、変えるべき点は変えさせましたが、再建の

わけではありません。アメリカの実情を見た結

我々は、日本のやり方をそのまま持ち込んだ

した品揃えに見直しました。

ンビニエンスストア・チェーンとして成功を収

思を持って、改革を実行してきたことなのです。
せ、経営に行き詰り、 年に私たちに再建協力
を求めてきました。
サウスランド社の破綻は、石油精製事業や不

国のお客様や市場の現状に合わせた改革を行え

と言われていました。しかし、それはモノがどん

物流センターを所有することがチェーンの強さ

ムディスカウントが盛んに行われ、自社で巨大な

です。当時、米国のチェーンストアではボリュー

のため、まず取り組んだのが物流センターの売却

きなくなっていたことが最大の原因でした。こ

ビニエンス事業で、お客様ニーズの変化に対応で

化させていきたいと思っています。

ブンイレブン」を信頼の世界ブランドとして進

の創出、経済・文化への貢献などを通して、
「セ

営と商品を通し、それぞれの国・地域での雇用

タートを切ろうとしています。より質の高い経

ンが志を一つにし、新たなステージに向けてス

を開催しました。ここで、世界のセブンイレブ

今年も世界のライセンシーを集めたサミット

ば、より大きな成長が可能だと考えています。

どん売れていた売り手市場の考え方です。モノ

動産投資など事業の多角化に走り、本業のコン

この本質を理解し、世界のセブンイレブンが自

めましたが、 年代の末に急速に業績を悪化さ

日本でもアメリカでも、一朝一夕にお客様の

各国の実情に合わせて
事業インフラを最適化

を有利な条件で調達することができるはずです。

の力を結集することで、世界中から優れた商品

図っていきます。
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中国圏
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セブン-イレブンを信頼と品質の
「世界ブランド」
に
15,000

16カ国 37,496店（2009年末）
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ヨーロッパ
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3月31日〜4月２日、東京に世界16カ国・地域からセブン-イレブンのライセンシーが参加して、
「第
２回インターナショナル・ライセンシー・サミット」が開催されました。今回は各ライセンシーの経
営力向上に向けた「事業インフラの共有」をテーマに、グローバル化推進に向けての考え方が話し合
われました。
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世界のセブン-イレブンの店舗数
図1

各国・地域の平均日販比較（09年度・物価調整済）
図2

（単位：USドル）

セブン-イレブン
インターナショナル・ライセンシー・サミット

特集

額（ ページ参照）を例にして、Ｓ
ＥＪが直 接 経 営に関 与している
北京、上海などのライセンシーは
優れた業 績 をあげている点を指
摘。逆に見れば、事業インフラを
活用することで、すべてのライセ

マーチャンダイジング

「世界ブランド」への取り組み
として、最初にスタートを切った
のがマーチャンダイジングです。
その第一弾となったのが、昨年
月に 発 売 されたカリフォルニア
産ワイン「ヨセミテロード 」
。セ
ブン-イレブン・インクと日本の
グループ 社との共同開発によ
るもので、日米 合わせて半 年で
２００万本を超え、年間計画を
３００万本から３５０万本に上
方 修正しました。２月には中国
でも販売を開始しています。
「ヨセミテロード」の開発では、
原 料となるブドウ栽 培からワイ
ンの醸造を受け持つワイナリーの
選定にあたってはＳＥＩの持つ産
地情報、開発プロセスはＳＥＪの
手法を活かすことにより、国際的

世界共通の基盤となる要素

•フランチャイズシステム
•トレーニングカリキュラム

•デイリー品開発組織
•店舗総合情報システム

ことができた結果だと考えていま
す。今後、セブンイレブンが世界
各 地でお客 様の支持を得て成功
を収めていくうえで、大きな強み
となるのは、事業インフラの革新
力に他ならないと考えています」
デピント社長は、世界 カ国・
地 域のライセンシーの平 均 日 販

•店舗建築
•ガソリン事業
•物流システム
•店舗改装プロセス
•新店開発プロセス
•商品開発プロセス
•設備／保守・修繕

私たちは好調な業績推移となり、
セブン＆アイグループへの利益貢
献もできるようになりました。こ
れは、日本の事業インフラをアメ
リカの実 情に合わせて応用 する

商標

す」と強調します。
同時にデピント社長は、各国の
マーケットの実情に合わせて独自
な対 応を図ることの重要 性 も指
摘しています。たとえば、物流の
効率化に向けて、米国では共同配

グローバル・コラボレーション

このような国際的な商品開発
にあたっての各国セブンイレブ
ンとの「共同開発」のあり方につ
いて、ＳＥＪの商品本部長、鎌田
靖常務執行役員は、①工場の共
有、②製品の共有、③原材料の共
有という３つの方向性で、商品特
性、市場特 性に応じて柔軟なＭ
Ｄ体制をつくりたいと言います。

ＳＥＪ とＳＥＩは、グローバ
ルＭＤの第二弾として、コーヒー
の共同開発に着手。共同で原料
となるコーヒー豆の開発を行い、
アメリカは店 頭で提 供するド
リップコーヒー、日本では缶コー
ヒーなど、それぞれのお客様ニー
ズに合わせて商品化を進めてい
ます。

送をスタートさせていますが、
「集
約化」
「効率化」という基本コンセ
プトはセブン＆アイグループの経
営方針に沿う一方で、米国でまと
め買いが多いソフトドリンクなど
は配送単位を変えています。

SEJ、SEIにおいて
実証された事業インフラ

セブン-イレブン・ジャパンの
事業インフラが最大の強み
セブンイレブンを「世界ブラン
ド」へ。今回のインターナショナ
ル・ライセンシー・サミットは、各
ライセンシーの経営の質を高める
ことに焦 点を当てた情 報 交流が
行われました。プログラムの中心
となったのは、セブンイレブン・
ジャパン
（以下ＳＥＪ）のマーチャ
ンダイジング、店舗オペレーショ
ン、店舗設備、情報・物流システ
ムの考え方と今後のグローバル・
コラボレーションの提案です。ラ
イセンサーであるセブン-イレブ
ン・インク（以下、ＳＥＩ）
のジョゼ
フ・デピント社長は、これまで培っ
てきた事業インフラなどについて
こう語っています。
「過去５年間、米国内の小売業
の業績が厳しい状況にあっても、

ンシーに大きな成長の可能性があ
ることを示唆しました。
「この事業インフラを、今後の
グローバル化戦略において各ライ
センシーに 提 供 す るという こと
は、本当に大きなチャンスなので

な情報とインフラの共有がベース
となりました。グローバルＭＤは、
世界３万８０００店 舗の販 売 力
を背景に、素材選びから生産、物
流にいたるまで、コスト、品質両
面でメリットが得られます。

10
11

ライセンシー
利益

•商品調達
•本部組織の構築
•カテゴリーの管理
•品質管理プロセス
•情報共有プロセス
•店舗オペレーション
•会計・棚卸のシステム
•品揃え
•人材採用
・給与体系
•税制・財務の仕組み
•フランチャイズ契約

16

売上

今年の２月、中国に展開するセブン＆アイグループ各社の売場
でも販売スタート。好調な売れ行きです。

セブン-イレブンの
グローバル支援強化戦略
11

各国の独自性が
強い要素
生産地や工場の映像を流しながら、大規模な売場展開でお客
様にアピール。

世界が認め、世界が求めるブランドへ
6

「SEJの事業インフラが、各国のラ
イセンシーに大きなチャンスをもたら
す」
とSEIのデピント社長。
09年11月4日、
各社社長と米大使館農産物貿易事務所所長
を迎えて行われたワイン発売セレモニー。
（アリオ亀有にて）

9

着実に進行する「グローバルＭＤ」

セブン-イレブン
インターナショナル・ライセンシー・サミット

特集

ストア
コンピュータ

店舗資材・設備

店舗イメージの統一化と資材の共同購入

課題となる中で、具体的な二酸化
炭素排出抑制に対応する環境配
慮型店舗の取り組みも視野に入
れています。サミット期間中、モ
デル店「多摩豊ヶ丘４丁目店」の
見学会も実施しました。
ＳＥＪでは、すでに店頭看板、
サインポールのＬＥＤ化、店内照
明、給 湯や冷 蔵など店 内設 備の

POSレジ

ＭＤ、計画物流などのインフラ機
能として構築してきたのが、世界
一と言われるＳＥＪの情報システ

省エネ化に加え、太陽光発電の導
入、空調システム、換気システム
の省エネ化など、総合的に省エネ
ルギー対策を導入した「環境配慮
型店舗」
を展開しています。今後、
こうした省エネ技術を世界のライ
センシーと共有化することで、世
界 規模での低炭素 化に貢 献する
方針です。

ムです。セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
システム企画 部の佐 藤政 行 執 行
役員は、今後、プロセスの共有・

店舗運営プロセスと一体で情報システム支援を推進

環境配慮型モデル店舗「多摩豊ヶ丘4丁目店」の見学会。

場合も、同一メーカーに仕様を変
えて発注するなど、状況に合わせ
た統一化を追求し、トータルでメ
リットを生んでいきます。
さらに、
「地球温暖化防止」
「低
炭素化社会の実現」が地球規模の

単品管理、仮説・検証に基づい
た商品発注、個店 対 応などの店
舗オペレーションを支え、チーム

店舗情報システム

世界のセブンイレブンが連携
することで生まれるメリットは、
商品分野だけにとどまりません。
店舗、設備においても、資材の共
同購入によるコストメリットが生
まれます。また、旅行やビジネス
など地球 規模で多 くの人が移動
する時代を迎え、店舗イメージを
世界共通化することで、お客様の
認 知 度や信 頼度を高めることも
できます。
こうした視点に立って、建築設
備本部長の三谷庸取締役常務執
行役員は、現在、各国ごとに異な
る店 舗イメージの「世界 標 準 化」
について、今後、店頭看板、サイン
ポールから、内装材、外壁材、さ
らに省エネ設備などの共有とコス
トダウンを計画しています。
すでに日米のセブン-イレブン
では、店頭看板、床材、カウンター
や陳列 棚などの店 内設備に関し
て、共同化を進めています。これ
によって、日米でデザインや仕様
の統一による資材コストの低減だ
けでなく、両国の法律制度の相違
などによって仕様統一ができない

いったメリットを得られます。
店舗情報システムでは、発注〜
納 品 〜販 売 分 析 という一連の店
舗運営を支援する基本的な仕組
みができ上がったＳＥＪの第４
次 システ ム（ 現 在 S E J は 第 6
次 システ ムを 導 入 ）を ひ な 型 と
して、ストアコンピュータ、ＰＯ
Ｓレジ、発注端末（ＧＯＴ）
、検品
や棚卸機 能を備 えたスキャナー
タ ー ミ ナ ル か ら な る「 グ ロ ー バ
ル共 通ストアシステムソリュー
ションセット」を提供していく考
えです。
SEJの店舗運営を支えている店舗情報システムをパッケージ化し、各ライセンシーにインフラ構築のソリューションとして提供していきます。 （写真はイメージ）
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商品展示会の見学では、陳列棚などの店内設備にも強い関
心が寄せられていました。

国・地域の現状分析を行います。同
時に、「世界共通の基盤となる要素」
と各国・地域の
「独自性が強い要素」
を明確に分けて、それぞれに最適
な支援を提供していく考えです。
国・地域に密着した商品・サー
ビスの提供と世界的な情報共有に
よるＭＤ展開。この両面を兼ね備
えた時、
「セブン-イレブン」は世
界に信頼されるブランドとして、
さらに大きく飛躍します。

グローバル共通ストアシステムソリューションセット

サミット会場では、
省エネ型店頭看板などのサンプルも展示。

スキャナー
ターミナル
発注端末
（GOT）

サポートと一体となった形で、物
流システムや 情 報システムに関
するサービスをパッケージとして
提供していく計画だと言います。
パッケージ化によって、ライセ
ンシーには初期 投 資 費用を最小
限に抑えると同時に、アウトソー
シングを有 効 活 用したビジネス
インフラの整備・運用が可能にな
る といったメリット を 提 供で き
ます。また、システムの共通化に
より、各ライセンシーのインフラ
構築が短期間で可能になる結果、
グローバル展 開 を 加 速できると

こうした一連のグローバル支援
体制を強化していくために、ライ
センサーであるＳＥＩは、新たに
専 任 組 織 を 設 置 す る 計 画 で す。
共同購買、物流、商品（ＭＤ）
、Ｉ
Ｔの各担当者からなる「海外連携
部門」を設け、その部門長を中心
にＳＥＩとＳＥＪが連携して、支
援推進を図ります。
具体的な支援に関しては、各ラ
イセンシーからの要請を受け、各

「地域性」と「グローバル」を両輪に
世 界戦略を推 進
セブン-イレブン
インターナショナル・ライセンシー・サミット

特集

さくらんぼ

そごう・西武

―佐藤錦―
「JAさくらんぼひがしね」のさくらんぼ部会の部長
であり、受粉用の地蜂の育成も手がける髙嶋忠康
さん。髙嶋果樹園の佐藤錦は、2009年山形県のさ
くらんぼコンテストで最優秀賞を受賞。
「親父や先輩方に教わりながら、どうしたらもっとい
いものができるか日々勉強中です」

青果部バイヤーより

「そごう・西武」のお中元ギフトで
は、
もぎたての佐藤錦の中から味・
色ともに選りすぐりのものだけを
「玉選」
としてお届けします。
●
「山形産 玉選佐藤錦」
約350g×2 限定数1000、
総重量0.9kg
8,400円

「さくらんぼ東根駅」
では、佐藤錦の生みの親、佐藤
栄助氏の銅像がお出迎え。
「砂糖のように甘い」
「佐
藤さんが作った」
ことが佐藤錦の名前の由来です。
（お届けの期間は
6/20頃から
6/30頃まで）

産地を
訪ねて

こだわりの

を呼ぶ果物 、さくらんぼの
代表的な産地といえば 、山
形県。全国のさくらんぼ生産量の
約 割を占めています。なかでも
山形盆地の北側に位置する東根市
は、さくらんぼの最高級品として
人気が高い「佐藤錦」の発祥の地
であり、一大産地です。
東根の生産農家・髙嶋忠康さん
の果樹園を訪ねて驚いたのは、さ
くらんぼの木の大きさと、その木
が放つ輝き。高さ メートルほど
の木々に、陽光に透ける緑の葉が
5

茂り、その間から赤く色づき始め
た実が顔を出していました。
「開花と収穫の時期に雨が少な
い山形の気候が、さくらんぼの栽
培に適しているんです。粒の大き
な佐藤錦は、プリプリしてうまい
ですよ」
色つやの見事な一粒をいただく
と、髙嶋さんのおっしゃるとおり、
果肉たっぷりでプリプリ。ジュー
シーな甘みと爽やかな香りが口の
なかにはじけます。
この「果物の王様」とも称えら
れる佐藤錦は、甘みと酸味のバラ
ンスのよさ、県外へ流通可能な日
持ちのよさが特長です。デリケー
トな果物ゆえ、栽培も機械化はで
きず、ほとんどが手作業とのこと。
「花芽のつけ方や開花後の受粉
も大切ですが、冬場の剪定や春先
の霜よけなどの作業が、よい実を
ならせるためには重要です」と語
る髙嶋さん。受粉用の地蜂の育成
も自ら手がけ 、日々、木々の様子
を見ながら一粒一粒丹精して育て
ています。
佐藤錦の旬は 月下旬。初夏の
爽やかな日差しと風を浴びて熟し
た極上のさくらんぼが、もうすぐ
出荷の時期を迎えます。
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15

清楚でさわやか。
丹精込めて
育てられた極上品

夏

色ツヤよく実る佐藤錦。東根市内だけでも約4000人が佐藤錦を栽培しています。

環境美化事業

◦自然遺産保護・保全活動
◦九重ふるさと自然学校

◦清掃活動
◦緑化植花活動

広報事業
◦森林スポーツフェスタ
◦ホームページ
◦季刊誌
「みどりの風」

セブン―イレブン記念財団では、2004 年に甚 自然災害復元活動
大な台風被害にあった支笏湖周辺の森を再
生するため
「支笏湖周辺台風災害・復興の
森づくり実行委員会」
を設立し、市民が「森の
育て親」になって10 万本の植樹を行う活動
に、行政・環境市民団体・企業・地域団体
などと協働して取り組みました。この活動に対
し、2009 年「国民の森林づくり推進功労者」
として林野庁長官感謝状を授与されました。
環境 NPO支援活動

災害復元支援事業
◦自然災害復元活動
◦義援金募金活動

の第１期から累計すると、およそ
億円以上になります。いまや、
「環境」をテーマに助成を行ってい
る民間団体では国内最大規模とな
りました。
そこで、より透明性・公明性の
高い運営と継続的な事業活動を図
るため、数年前から法人化の検討
を続け、今年３月、
「一般財団法人
セブン -イレブン記念財団」として
の認可を取得しました。
多くの方に親しまれている「み
どりの基金」の名称はそのまま引
き継ぎ、今後はさらに法人化によ
る信用度や事業継続性の向上を活
かして、社会貢献の輪を広げてい
きます。一人でも多くの方に、環
境活動に参加していただけるよ
う、自治体との協働などにも積極
的に取り組んでいきます。

締結を交わした東京都都市整備局の河島 均
局長と、財団の山本憲司理事長
（左から）
。

「環境」をテーマにした
社会貢献活動

36

自然遺産保護・保全活動

公募助成では自然の保護・保全活動を行って
いるNPO法人や団体に、清掃用具の購入費
用などを助成・支援しています。2010年度は
全国210件に約1億2,949万円の助成を行
います。

ユネスコの世界自然遺産にも指定されている屋久島
（鹿児島県）
で、
絶滅の危機に瀕しているウミガメの
生態調査や生息環境保全活動を行っているNPO
法人と協定を結び、
保護活動を支援しています。
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地域に根ざした環境パートナー

自然環境保護・保全事業

でお客様からお預かりした募金と
セブン -イレブン本部からの寄付
金を基に、環境市民団体への支援
活動や自然環境の保護・保全、地
域の環境美化活動、自然災害復元
活動などに、幅広く取り組んでい
ます。
運営に必要な事務局費は、すべ
てセブン -イレブン本部からの寄
付金で賄っているため、お客様か
らお預かりした募金は、すべて環
境の保護・保全活動に使われてい
ることも大きな特徴です。

◦公募助成
◦継続プロジェクト助成
◦地域活動支援
◦環境ボランティアリーダー
支援

拡 大する基 金 規 模 をふまえ
一般 財 団 法人 へ

環境 NPO支援事業

セブンイレブン記念財団

「マッチングギフト制度」による
セブン –イレブン本部からの寄付金

３月１日、﹁環境﹂をテーマとする社会貢献活動を続けてきた﹁セブン-イレブンみどりの基金﹂が

店頭の募金箱に寄せられた
お客様からの募金

店頭の募 金箱を通じてお客
様 か ら お 預 か り し た 募 金 は 年々
増 加 し、 ２ ０ ０ ９ 年 度 で は 約
３億３３６７万円。１９９３年

セブン イレブン記念財団となり、
その活動の第一弾として、2 月 17 日
に東京都と「東京の緑を守ろうプロ
ジェクト」の協定を締結しました。
これは、東京に残るかけがえのない
緑を次の世代に引き継いでいくプロ
ジェクト。貴重な里山や、江戸時代か
ら残る屋敷林などを守る市民活動を
行っている団体に対し、東京都と連携
して、活動費の一部を複数年に渡って
助成します。あわせて、緑を守る重要
性を普及啓発するための情報提供な
ども進めていきます。

20

﹁一般財団法人 セブン-イレブン記念財団﹂として、新たなスタートを切りました。

東京の緑を守ろう
プロジェクト

セブン -イレブン加盟店と本部
が一体となり、環境への取り組み
を本格化させたのは、セブン -イレ
ブン創立 周年を迎えた１９９３
年のこと。毎日５００万人以上
（当
時・全店合計）のご来店客を迎える
までに成長した企業として、社会
的責任のあり方を検討する中、注
目したのが、人の暮らしに深く関
わる「環境」というテーマでした。
それ以前も、店舗周辺の美化活
動や環境保護に取り組む団体への
寄付などを行ってきましたが、効
果的な環境活動に不可欠な「継続
性」のある取り組みを行っていく
ため、加盟店オーナー、セブン -イ
レブン本部が一体となって運営す
る仕組みとして、
「セブン -イレブ
ンみどりの基金」を設立したので
す。以来、セブン -イレブン店頭

募金・寄付金の流れと５つの事業

この春スタート

「九重ふるさと自然学校」運営

大分県で、
「 九重ふるさと自然学校」
を運営してい
ます。小・中学生を対象に自然学習を行うほか、
「ト
キのすめる里づくり」
を目指して、地域の方といっ
しょに自然保護・保全活動を実施しています。

16

セブン–イレブンのレジ横に
設置している募金箱。

NEWS & TOPICS
各社から最新ニュースをお届けします。

イトーヨーカドー

「セブンホームセンター武蔵境店」
が
オープン

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

グループ各社の店頭やインターネットで
被災地救援金募金を実施

クレディセゾンとの包括的業務提携に合意

セブン-イレブン、
イ
トーヨーカドー、
そごう・西武、
ヨーク

3月19日、
イ
トーヨーカドー武蔵境店の西館 1・2 階に
「セブンホームセンター武蔵境店」
がオープンしました。

ベニマル、デニーズをはじめとする全国 13,700 店以上

駅前という利便性で、多様化するお客様のライフスタイ

の店舗で、地震被災地への救援金募金を行いました。

ルやニーズに応え、専門的な商品から、学園都市の商

また、
セブン銀行でもインターネッ
トバンキングによる救援

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

「2010年度経営方針説明会」
を開催

3月17日、セブン＆アイ・フィナンシャル・グループと

3月9日、横浜アリーナにグループ各社の幹部社員

（株）
クレディセゾンは、
クレジッ
トカード事業に関する包

約 8,100 名が参加し、
「2010 年度経営方針説明会」

括的業務提携に向けて、基本合意に達しました。

が開催されました。

8月にクレディセゾンが全額を出資して新会社を設立。

前半は
「過去と決別し、仮説を立て挑戦しよう」
をテー

2011年 4月にセブン＆アイ・フィナンシャル・グループが新

マに、売場改革、教育の仕組みづくり、IT 戦略などの事

圏に合わせたバラエティ豊かな文具など、
幅広く提供して

金募金を実施。募金はすべて日本赤十字社を通じて被

会社の株式を51％取得。現在、
そごう・西武とクレディセ

例がビデオで紹介されました。後半は、鈴木敏文会長よ

いきます。

災地へお届けしました。

ゾンとの間で行っているクレジットカード事業の受託をはじ

り、デフレ経済の中で起きている変化をとらえ、お客様に

同時に、西館には
「無印良品」
「ABCマート」
「八重

め、
アイワイカードについても3 年後を目処に事業統合や

求められる新しい価値を生み出すための仕事のあり方や

洲ブックセンター」や「セブンカルチャークラブ」
などを導

共通ポイントの導入などを開始し、
セブン＆アイHLDGS.

挑戦の重要性が語られました。

日本 赤 十 字 社の近 衛 忠 輝
社長
（中 央）に
「チリ大 地 震
災害」救援金をお届けしたセ
ブン–イレブン台東谷中 6 丁
目店オーナー
（左）
、社会・文
化開発部の藤本シニアオフィ
サー。

入。既存の「ユニクロ」
と併せて幅広い専門店館として
リニューアルオープンしました。
周囲は大学8校、2.2万
人の学生が 通う
「学園
都市」
。
「きれい、
楽しい、
便利」
などをキーワード
にしたバラエティ豊か
な品揃えが 魅力。ホー
ムセンターとしては2店
舗目。

ハイチ地震被害救援金募金〈2 月10日お届け〉

そごう・西武

西武池袋本店の化粧品売場に
「イケセイキレイステーション」が誕生！
4月7日、西武池袋本店の化粧品売場に
「イケセイ

があるのでは」
といったお客様の声に応えるべく、社員が

タワーレコードへ資本参加
3月31日、
セブン＆アイHLDGS. はタワーレコード
（株）
の株式の約 20％を取得。これによりグループの持分法

チリ大地震災害救援金募金〈3 月25日お届け〉

コードの持つブランド、音楽全般にわたる専門性・情報

店頭
（3月1日〜14日）
4,004 万 2,690 円
インターネッ
ト
（3月2日〜22日）
15 万 7,551円

発信力などの経営資源と、
セブン＆アイグループの持つ

中国青海省地震救援金募金〈5 月14日お届け〉

を融合し、新たなビジネスチャンスを拡大していきます。

店頭
（４月15日〜30日）
3,372 万 9,636 円
インターネッ
ト
（４月19日〜5月9日） 16 万 5,022 円

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

赤ちゃん本舗

赤ちゃんの肌着をザンビアへお届け

「ビューティーアドバイザー」
として対応。28のスキンケ

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

店頭
（1月14日〜31日）
8,395 万 5,629 円
インターネッ
ト
（1月18日〜31日） 47 万 3,907 円

キレイステーション」
が誕生しました。
「今使っている化
粧品が本当に肌に合っているのか」
「もっと他に合うもの

のグループカード会社として事業を展開していきます。

適用会社となりました。今回の資本参加により、
タワーレ

顧客基盤と店舗ネッ
トワーク、
インターネッ
トのインフラなど

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

2010年度
「お取引先懇談会」
を開催

合同入社式を開催。736名が参加

５月12日、セブン＆

3月19日、セブン＆アイHLDGS. の合同入社式が、グ

アイHLDGS. 各社の

ランドプリンスホテル赤坂で開催され、グループ14社

お取引先で構成される

アブランドの中から、
ブランドに縛られない立場でおすす

4月13日〜5月7日、赤ちゃん本舗ではお客様のご

の新入社員736名が出席しました。厳しい就職戦線を

「お取 引 先 懇 談 会」

めの商品を紹介します。
また、
おすすめ商品をその場で試

不要になった赤ちゃん用の肌着やドレスオールを回収し、

乗り越えてきた今年の新人たちは、新入社員代表の誓

総会が開催され、804

すこともでき、一定期間試したいという方にはスターター

出産・育児用品が不足するアフリカのザンビア共和国

いの言葉を胸

社、約1,200名 にご

セッ
トを販売するな

に寄贈するキャンペーンを実施しました。アカチャンホン

に、全員で希望

出席いただきました。

ど、かつてない
「売

ポ大阪本町店が受付窓口となり、回収された衣類は計

とエネルギーに

り方革命」
として注

847 枚
（58 件）
。国 際 協 力

満ちた新たな

代表して味の素の伊藤雅俊社長のあいさつに続き、
ビ

目されています。

NGOジョイセフを通じてザン

一歩を踏み出

デオ
「新たな価値創造への挑戦」
を上映。その後、鈴木

ビアの妊産婦のもとに届け

しました。

セブン＆アイHLDGS. の村田紀敏社長、お取引先を

敏文会長より、消費を取り巻く環境と新しい価値創造の

られます。
8 名のビューティーアドバ
イザーが無料でカウンセ
リング。

来日したザンビアの助産師にお客様
からお預かりした肌着を渡しました。
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大切さについての説明があり、お取引先との連携をさら
に深め、新しい挑戦をしていくことへの協力をお願いしま
した。

グループ 14 社の新入社員736 名が出席。
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NEWS & TOPICS
各社から最新ニュースをお届けします。

第5期

報告書

Topics

セブン–イレブン

豪雪地帯で環境に配慮した木造店舗を展
セブン -イレブンでは、2 月5 日より北海道地区

2009 年 3 月 1日〜2010 年 2 月 28日

で、木造構造の店舗の展開をスタートしました。木
造は資源の採取から製造過程での CO2 排出量が

2010 年 2 月 28 日をもちまして、
第 5 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。

セブン–イレブン

平成 21 年度省エネ大賞で
「省エネルギーセンター会長賞」を受

少なく、解体時の産業廃棄物も少ないなど、環境
負荷の軽減につながるさまざまなメリットがありま

2 月10 日、セブン -イレブンは（財）省エネルギ
ーセンターが実施する「平成 21 年度省エネ大賞」

す。今後は東北や新潟などの豪雪地帯での展開を

の「省エネルギーセンター会長賞」を受賞しまし

検討しています。

た。これは、省エネルギーの推進に貢献した個人
や企業ならびに機器システムなどを表彰するもの

2009年2月期

で、セブン -イレブンの新店の取り組みにおける省

2月27日にオープンした
「札 幌 澄 川 中 央
店」。店舗全体の重量も軽量化。

●連結業績
（2009 年 3月1日〜 2010 年 2月28日）
2010年2月期

前期比

前期比

エネに貢献する建築資材、太陽光や蓄熱、LED 照
明の採用などが評価されました。

ヨークベニマル

レジ袋の無料配布中止を 144 店舗に拡

5兆6,499億円

98.2％

5兆1,112億円

90.5％

2兆3,086億円

96.4％

1兆9,685億円

85.3％

2兆1,250億円

100.8％

2兆165億円

94.9％

百貨店

9,938億円

96.9％

9,228億円

92.9％

フードサービス

1,027億円

90.1％

864億円

84.1％

金融関連

1,248億円

105.9％

1,104億円

がっていることから、福島県内の 20 店舗でも中止

88.4％

し、福島県、宮城県、山形県の全店舗と茨城県内

350億円

95.7％

336億円

96.0％

の一部店舗、計 144 店舗がレジ袋の無料配布中止

△403億円

−

△271億円

−

2,818億円

100.3％

2,266億円

80.4％

2,133億円

106.1％

1,838億円

86.2％

営業収益
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
営業利益
コンビニエンスストア
スーパーストア

247億円

72.6％

141億円

57.3％

百貨店

183億円

71.2％

13億円

7.5％

フードサービス

△29億円

−

△27億円

−

金融関連

254億円

120.9％

301億円

20億円

83.2％

8億円

−

その他
消去または全社
経常利益
当期純利益
為替レート

提案とともに、レジ袋の無料配布中止の店舗を順
次拡大してきました。6 月1 日からは、お客様から
のご理解も深まり、レジ袋削減の大きな効果が上

現場社員の使用車にプラグイン
ハイブリッド車を導入したことに
合わせ、写真の「セブン-イレブ
ン京都出世稲荷前店」では充
電器も設置。

となります。
3 月 19日（金）セブンホームセンター武蔵境店
●

東京都武蔵野市境南町 2 -3 -6

●

店舗面積／3,400㎡

店舗

118.3％

キュービックプラザ新横浜 7 階

●

5億円

27.4％

△6億円

4 月 16日（金）イムズロフト

−

2,269億円

81.3％

923億円

70.7％

448億円

48.6％

US$1=103.48円

US$1=93.65円

1元

1元

=13.72円

3 月 19日（金）新横浜ロフト

Open 情報

3 月 5日（金）ヨークベニマルメガステージ田村店
● 福島県田村市船引町船引字源次郎 119 番地 22

100.4％

●

●

店舗面積／541㎡

店舗面積／2,039㎡

3 月 5日（金）ヨークマート日進店

●

福岡県福岡市中央区天神 1 -7 -11 イムズ 4 階

●

埼玉県さいたま市北区日進町 2 丁目1916 -8

●

店舗面積／333㎡

●

店舗面積／3,557㎡

4 月 26日（月）そばうどん處 弁天庵 日本大通り店
● 神奈川県横浜市中区山下町 73 アクティ横浜山下町 1
階
5 月 15日（土）デニーズ秋葉原中央口店
東京都千代田区神田佐久間町１-８-３
ダイハツ秋葉原ビル２階

●

3 月 5日（金）札幌ロフト
●

北海道札幌市中央区北 5 条西 2 丁目 エスタ6 階

●

店舗面積／2,460㎡

3 月 13日（土）奈良ロフト

●

21

屋根に太陽光発電のパネルを装
備した環境配慮型店舗。

神奈川県横浜市港北区新横浜 2 -100 -45

2,793億円

=014.85円

ヨークベニマルでは、2007 年からマイバッグの

●

奈良県奈良市二条大路南 1-3 -1

イトーヨーカドー奈良店 1 階

座席数／100 席
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●

店舗面積／964㎡

国内では、中小小売店の減少、少子高齢
化や単身世帯の増加を背景に、
「近くて便利
な店」へのニーズが高まっています。この
変化に対応してセブン イレブンでは、
「セ
ブンプレミアム」の品揃えを強化するとと
もに、値ごろ感のあるお弁当や品質を維持
しながら消費期限の延長を実現したチルド
弁当の販売を開始するなど、新たなMD戦
略を推進しました。店舗展開では、2009
年 月に新たに石川県への出店も開始し、
当期末店舗数は 都道府県 万2753店
舗となりました。
北米ではセブン イレブン・インクが、フ
ァストフードやPB商品の開発・販売に注
力したことにより、米国既存店商品売上高
は前年を上回って推移しました。

◉ コンビニエンスストア事業

事業セグメント別概況

世界に広がるグループ・ネットワークを活かし
変化をとらえた新たな価値の創造に挑戦

円まで伸長したことに加え、当社グループ
の国内外のネットワークを活かしたグロー
バルマーチャンダイジングにも着手しまし
た。
一方、既存事業においては、お客様のニ
ーズに合わせた品揃えや売場づくりを強化
するとともに、厳しい事業環境に対応して
経費削減に取り組むことで、収益性の向上
に努めました。しかしながら、事業環境の
大幅な悪化は当社およびグループ各事業会
社の業績に大きな影響を及ぼしました。
これらの結果、当期の連結業績は、営業
収益が 兆1112億円（前期比 ・ ％
減）
、営業利益が2266億円（同 ・ ％
減）
、経常利益が2269億円（同 ・ ％
減）
、当期純利益が448億円（同 ・ ％
減）となりました。なお、当期の期末配当
金は当初予想のとおり 株当たり 円、中
間配当金 円と合わせて年間では 株当た
り 円とさせていただきました。

IT事業においては、各事業会社のリア
ル店舗とネットの融合による新たなビジネ
スモデルの構築を追求し、2009年 月
にグループのネット通販サイトとして「セ
ブンネットショッピング」を開設しました。
セブンカルチャーネットワークにおいては、
イトーヨーカドーと西武百貨店の文化教室
事業を引き継ぎ、新たに旅行事業を融合さ
せた新しいサービスを開始しました。
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概況
当期における当社を取り巻く環境は、雇
用情勢の悪化や所得減少の中で生活防衛意
識、節約志向がいっそう高まったことに加
え、生活必需品における市場価格の低下が
続くなど、依然として厳しい状況が継続し
ました。
このような環境の中、さらなる事業の強
化と新たな事業展開に向けた取り組みとし
て、2009年 月に㈱アインファーマシ
ーズとの合弁によりドラッグストアの運営
を行う㈱セブンヘルスケアを設立、同年
月にはチケット販売などに関する経営資源
の相互活用を目的として、ぴあ㈱と業務・
資本提携を実施しました。
また、グループシナジー効果の拡大に向
けては、グループのプライベートブランド
「セブンプレミアム」の売上げが3200億

中国では北京市に加え、2009年 月
から天津市内での店舗展開も開始し、いず
れの地域も売上げは好調に推移しました。

4 7 6 5

有楽町店」を閉鎖することを決定しました。
営業面では基幹店舗である「西武池袋本
店」において店舗改装による売場の活性化
を図りました。郊外型店舗では、
「西武東戸
塚店」で有力専門店を取り入れたショッピ
ングセンター型の運営を導入するなど、百
貨店の枠組みを越えた複合商業施設化によ
る競争力強化に取り組みました。
◉ フードサービス事業

次期の見通し

3
2
8

5

4 9

56

1

レストラン事業部では値ごろ感のあるメ
ニュー開発の強化やセブン イレブンとの共
同販促など客数の増加に向けた取り組みを
進めるとともに、地域限定メニューの導入
などによる地域対応の強化を図りました。
また、中国では2009年 月にセブン＆
アイ・レストラン
（北京）が 号店を開店し
ました。
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次期の事業環境は、本格的な景気回復が
見込めない中、厳しい状況が続くことが予
想されますが、当社およびグループ各事業
会社は経費構造の見直しによる内部体質の
強化と新しい価値の創造に挑戦していくと
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、グループ全体の
収益改善に努めます。
なお、2011年 月期（2010年
月 日〜2011年 月 日）の連結業績
は、営業収益が前期比 ・ ％増の 兆
0 0 0 億 円、 営 業 利 益 が 同 ・ ％ 増 の
2400億円、経常利益が同 ・ ％増の
2370億円、当期純利益が同122・
％増の1000億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。
4 5

◉ 金融関連事業

1

28

7

1

5

セブン銀行では、グループ内外へのAT
M設置の拡大やサービスの拡充を進めた結
果、当期における 日 台当たりの平均利
用件数は前年を上回って推移しました。電
子マネー「nanaco（ナナコ）
」は、グ
ループ内外への拡大やグループ外とのポイ
ント交換などを進め、発行総件数、利用可
能店舗数とも前年より大幅に増加しました。

38

-

51 18 19 9

1 28

-

2 2

1

23

12

1

◉ スーパーストア事業

8

1 7

12

9

イトーヨーカドーでは、個店ごとに立地
特性に応じた売場づくりに取り組みました。
また、新業態の生活応援型ディスカウント
ストア「ザ・プライス」は 店舗体制とな
りました。さらに、アインファーマシーズ
との連携によりイトーヨーカドー店内にド
ラッグストア「 （セブン）美のガーデン」
を開店するなど、グループの専門店を活用
した売場の活性化を推進しました。
食品スーパーでは、経営の効率化に向け
て、ヨークベニマルを中心とした食品スー
パー事業の再編・統合を着実に推進しました。
中国では特に成都市において好調な売上
げを継続しました。

9

11

12

-

1

◉ 百貨店事業

3

9

56

◉ その他の事業

1

6

7

事業基盤と経営体質の強化を目的として、
2009年 月にミレニアムリテイリング、
そごう、西武百貨店の 社を合併し、存続
会 社 で あ る そ ご う の 商 号 を「 そ ご う・ 西
武」に変更するとともに、同年 月にはロ
ビンソン百貨店を吸収合併しました。また、
資 産 効 率 の 向 上 に 向 け て、 同 年 月 末 に
「そごう心斎橋店」
、同年 月末に「西武札
幌店」を閉鎖し、2010年 月に「西武
8
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決算概況

2010 年 2 月期

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 2008年3月01日
至 2009年2月28日

営業収益

）（

当期

自 2009年3月01日
至 2010年2月28日

）

ポイント
増減額

5,649,948

5,111,297

△538,651

売上高

5,094,757

4,549,867

△544,889

売上原価

3,789,598

3,355,578

△434,020

1,305,158

1,194,289

△110,869

売上総利益
その他の営業収入

営業収益：北米のコンビニ
エンスストア事業における
ガソリン単価の大幅な下落
と連結する際の為替レート
が円高になった影響（約△
3,400 億円）により減収と
なりました。

555,191

561,429

6,238

1,860,350

1,755,719

△104,631

1,578,484

1,529,052

△49,431

281,865

226,666

△55,199

営業外収益

13,102

11,190

△1,912

営業外費用

15,661

10,905

△4,756

経常利益

279,306

226,950

△52,355

特別利益

6,202

2,809

△3,392

特別損失

70,393

86,656

16,263

215,115

143,104

△72,011

111,231

95,684

△15,546

ポイント

2,626

△8,955

△11,582

当期純利益：特別損失とし
て百貨店事業に係るのれん
償却額を 391 億円計上し
たことなどにより減益とな
りました。

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
少数株主利益
当期純利益

8,920

11,499

2,578

92,336

44,875

△47,460

ポイント
営業利益：金融関連事業は
増益となったものの、主に
国内における小売業が総じ
て厳しく推移したことによ
り減益となりました。

（単位：百万円）
前期

（2009年2月28日）

流動資産

1,397,102

1,460,186

63,084

現金及び預金

650,949

691,633

40,683

受取手形及び売掛金

116,902

119,627

2,725

営業貸付金

78,042

68,243

△9,799

有価証券

94,824

55,025

△39,799

商品及び製品

167,135

158,889

△8,246

その他

289,247

366,768

77,521

2,329,776

2,213,359

△116,416

有形固定資産

1,222,427

1,195,709

△26,718

無形固定資産

固定資産

421,647

297,531

△124,115

のれん

318,945

197,126

△121,819

その他

102,701

100,405

△2,295

投資その他の資産

685,701

720,118

34,417

長期差入保証金

442,416

438,028

△4,387

その他

243,284

282,089

38,805

繰延資産

182

58

△123

資産合計

3,727,060

3,673,605

△53,455

前期

（単位：百万円）
前期

当期

（自至 2008年3月01日
（自至 2009年3月01日
2009年2月28日）
2010年2月28日）

増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー

310,007

322,202

12,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△139,568

△115,158

24,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

△169,755

△156,708

13,046

△4,969

4,061

9,031

現金及び現金同等物の期首残高

流動負債

1,254,927

1,263,370

8,443

支払手形及び買掛金

297,783

292,628

△5,155

短期借入金

191,100

151,200

△39,900

１年内返済予定の長期借入金

103,352

79,155

△24,197

50,592

20,385

△30,207

預り金

120,038

173,937

53,898

銀行業における預金

165,712

185,745

20,033

その他

326,348

360,319

33,971
4,833

１年内償還予定の社債

△4,286

54,397

58,684

固定負債

611,459

616,293

663,483

△4,286

社債

180,448

190,068

9,619

長期借入金

249,685

244,470

△5,215
△4,448

−

△560

△560

663,483

717,320

53,836

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：
前期に比べ税金等調整前当期純利益
が 720 億円減少しましたが、セブン
銀行におけるコールマネーと社債の
純増減がそれぞれ 383 億円、450
億円増加したことなどにより、収入
が増加しております。

投資活動によるキャッシュ・フロー：
前期に比べ投資有価証券の売却によ
る収入が 337 億円減少しましたが、
有形固定資産の売却による収入が
181 億円増加したこと、譲渡性預金
の預入による支出が 510 億円減少し
たことなどにより、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：
前期に比べ社債の発行による収入が
996 億円減少したこと、社債の償還
による支出が 493 億円増加したこと
に対し、自己株式の取得による支出
が 1,581 億円減少したことなどによ
り、支出が減少しております。
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負債合計

60,276

55,827

121,049

125,927

4,877

1,866,387

1,879,664

13,276

1,862,962

1,789,065

△73,897

△77,773

△67,097

10,675

391

721

330

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

75,092

71,251

△3,840

純資産合計

1,860,672

1,793,940

△66,732

負債純資産合計

3,727,060

3,673,605

△53,455
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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。

ポイント
固定資産：セブン銀行にお
ける国債の取得などにより
投資その他の資産が増加し
ましたが、百貨店事業に係る
のれんの追加償却と在外子
会社を連結する際の会計基
準の変更に伴う7-Eleven,Inc.
における過年度分ののれん
の一括償却で無形固定資産
が減少したことにより、全
体では減少しております。

ポイント

増減額

667,770

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の期末残高

当期

（2010年2月28日）

負債の部

● 連結キャッシュ
・フロー計算書

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

ポイント

増減額

資産の部

（2009年2月28日）

現金及び現金同等物に係る換算差額

当期

（2010年2月28日）

流動負債：短期借入金の返
済や社債の償還により減少
しましたが、預り金やセブ
ン銀行のコールマネーの増
加などに伴い、全体では増
加しております。

ポイント
固定負債：長期借入金の 1
年内への振替などにより減
少しましたが、セブン銀行
における社債の発行による
増加などに伴い、全体では
増加しております。

ポイント
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 7-Eleven,Inc.
における過年度分ののれん
の一括償却に伴う利益剰余
金の減少などにより、全体
では前期末に比べ減少して
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

（2009年2月28日）

当期
（自 2009 年 3月1日 至 2010 年 2月28日）

資本金

資産の部

2009年2月28日残高

流動資産

21,069

97,151

76,081

固定資産

1,733,012

1,673,150

△59,862

有形固定資産

55

55

0

無形固定資産

—

926

926

1,732,957

1,672,167

△60,789

繰延資産

70

—

△70

自己株式の取得

資産合計

1,754,152

1,770,301

16,149

自己株式の処分

流動負債

271,998

272,910

911

固定負債

101,940

102,414

474

負債合計

373,938

375,324

1,386

1,379,842

1,393,351

13,509

28

992

963

新株予約権

342

633

290

純資産合計

1,380,214

1,394,977

14,763

負債純資産合計

1,754,152

1,770,301

16,149

投資その他の資産

負債の部

純資産の部
株主資本
評価・換算差額等

● 損益計算書

（単位：百万円）

（
営業収益

前期

自 2008年3月01日
至 2009年2月28日

） （

当期

自 2009年3月01日
至 2010年2月28日

）

147,472

84,788

7,061

7,459

398

55,622

140,012

84,390

営業外収益

90

268

178

営業外費用

4,391

3,909

△481

経常利益

51,321

136,372

85,050

特別利益

7

—

△7

特別損失

1,971

71,472

69,500

49,357

64,899

15,541

7

6

△0

23

△105

△129

49,327

64,998

15,671

営業利益

税引前当期純利益
法人税､住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益
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資本剰余金

50,000

576,074

利益剰余金

自己株式

1,246,165

株主資本合計

△9,277

1,862,962

当期中の変動額
存外子会社の
会計処理変更に伴う減少

△67,126

△67,126

剰余金の配当

△51,497

△51,497

44,875

44,875

当期純利益

△2

△18

△18

29

27

連結範囲の変更に伴う減少

△83

△83

米国子会社の
米国会計基準適用に伴う増加高

△70

△70

その他

△4

△4

株主資本以外の項目の
当期変動額
（純額）
当期中の変動額合計
2010年2月28日残高

−

△2

△73,901

6

△73,897

50,000

576,072

1,172,263

△9,270

1,789,065

評価・換算差額等
その他有価証券
評価差額金
2009年2月28日残高

247

繰延
ヘッジ損益

為替換算
調整勘定

評価･換算
差額等合計

△622

△77,398

△77,773

新株
予約権
391

少数株主
持分

純資産合計

75,092

1,860,672

当期中の変動額

増減額

62,683

販売費及び一般管理費

（単位：百万円）

株主資本

増減額

（2010年2月28日）

（単位：百万円）

存外子会社の
会計処理変更に伴う減少

△67,126

剰余金の配当

△51,497
44,875

当期純利益
自己株式の取得

△18

自己株式の処分

27

連結範囲の変更に伴う減少

△83

米国子会社の
米国会計基準適用に伴う増加高

△70
△4

その他
株主資本以外の項目の
当期変動額
（純額）

2,980

73

7,621

10,675

330

△3,840

7,165

当期中の変動額合計

2,980

73

7,621

10,675

330

△3,840

△66,732

2010年2月28日残高

3,227

△549

△69,776

△67,097

721

71,251

1,793,940
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株式の状況
（2010 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

105,067 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）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）
………………39,042

4.3 %

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）
……………………33,593

3.7 %

第一生命保険相互会社…………………………………………………20,865

2.3 %

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 %

ドイチェバンクトラストカンパニーアメリカズ……………………16,160

1.8 %

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… …15,848

1.7 %

みずほ証券株式会社……………………………………………………13,209

1.5 %

● ホームページアドレス

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

所有者別株式分布状況

※
「四季報」
お届け先の住所変更につきましては、株主様ご登録住所の変更となりますので、口座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。また、その他株式に関する各種お手続きにつきましても、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。

株主数（名）

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

役 員

資本金
従業員数

500 億円
396 名
（連結 52,814 名）

（2010 年5 月27日現在）

取締役 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

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

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

255（0.2％）

1,885（1.8％）

首藤  惠
藤沼  亜起

（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、首藤 惠、藤沼亜起の各氏は、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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274,383（30.3％）

金融機関
金融商品取引業者

25,992（2.9％）
139,428（15.4％）

その他の法人

780（0.7％）

308,694（34.1％）

外国法人等

102,083（97.2％）

157,921（17.4％）

個人・その他

所在地別株式分布状況
〈株主数〉
北海道 2.1％

〈株式数〉
四国 1.4％

その他国内
5.1％

海外 0.8％

中国 3.4％
九州 3.7％
東北 5.2％
中部

監査役
監査役

株式数（千株）

1（0.0％） 政府・地方公共団体 21（0.0％）

63（0.1％）

会社概要

7.6 %

13.3％

海外

関東

33.0％

55.9％

関東

61.8％

近畿

14.1％
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