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その他

（株）
セブン-イレブン・ジャパン 12,925
7-Eleven,Inc. 6,482
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 173
（株）
丸大 3
華糖ヨーカ堂 8
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

過去の成功体験を捨て去ることが
新たなイノベーションを生む

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
（株）
セブン＆アイ・アセットマネジメント
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食品スーパー
（株）
ヨークベニマル 167
（株）
ヨークマート 64
（株）
シェルガーデン 18
（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） 506
●ファストフード（ポッポ他） 133
●コントラクトフード 229
セブン＆アイ・レストラン（北京） 2

専門店
（株）
メリーアン 58
オッシュマンズ・ジャパン 6
（株）
（株）
ロフト 61
（株）
赤ちゃん本舗 81
（株）
セブンヘルスケア
タワーレコード（株）

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
セブンカルチャーネットワーク
（株）
（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
セブン＆アイ・フィナンシャル・グループ
（株）
（株）
セブン・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

たのしく

ラクに

﹁ぴあ﹂
のチケットを
セブン イｰレブンで直接購入
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新・習・慣

‑

過去の成功体験を捨て去ることが
新たなイノベーションを生む
特集

「あっ、変わったね！」

変化の中から新たな
〈成長機会〉
をつかむ
イトーヨーカドーの挑戦
■ お客様視点に徹したMDで日常ファッションに新風を吹き込む

売場と一体となった衣料改革

■「上質」
と
「利便性」で都心部のデイリーニーズをつかむ！

イトーヨーカドー食品館阿佐谷店

E

■ 新マーチャンダイジング＆売場でもっと楽しく、もっと魅力的に！

生活雑貨専門店「タノシア」

N
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対談／時代のニーズに応える

国内最大規模のLED 照明を導入

最新の環境配慮型SC「アリオ橋本」

西武池袋本店全館改装グランドオープン

「お客様の求めるライフタイル」に対応した「新しいデパート」へ
こだわりの産地を訪ねて

16 「Made in JAPAN」

―神戸の皮革パンプス―／イトーヨーカドー

S

ポップス
クラシック
音 楽
演歌
ジャズ
ミュージカル
演劇
演 劇
歌舞伎・狂言
お笑い・寄席・演芸
野球
サッカー
スポーツ
格闘技
相撲・バレーボール
邦画
映 画
洋画
シネコン
テーマパーク・遊園地
遊園地
動物園・水族館
テーマ 美術館・ギャラリー
パーク
博物館・ミュージアム

メニュー画面の「エンタメチケッ
ト」ボタンが「チケットぴあ」の
入口。コンテンツごとに設定さ
れている「Pコード」と、出演者
や公演名などの「キーワード」の
いずれからも検索できます。

1

2

内田和成（早稲田大学ビジネススクール教授）
鈴木敏文（セブン＆アイ HLDGS. 会長兼CEO）

N

﹁ぴあ﹂の取り扱いコンテンツは ︑

音楽 ︑演劇 ︑スポーツなど ︑全国で

2

O

ピー︑ファックス ︑デジカ

メプリントなどの基本機能

常時およそ 万公演 ︒セブン イ
レブンの店頭では ︑
﹁ぴあ﹂のお店

やウェブサイトと同じように ︑こ

れらのラインナップすべてにマル

チコピー機でアクセスし ︑その場

で購入することができます ︒今年

の 月からスタートした ︑支払い・

受取りサービス︵インターネット

込んだセブン＆アイグループ連動

型イベントなど ︑独自のコンテン

ツ開発も視野に入れ ︑より魅力あ

6

C

コ

に加え ︑スポーツやエンターテイ

ンメントのチケット購入端末とし

月からは﹁チケットぴあ﹂の取

てご利用いただいているセブン
イレブンのマルチコピー機 ︒この

り扱いをスタートし ︑購入できる

チケットの品揃えが幅・量ともに

格段に充実しました ︒

や電話で申し込んだチケットの代

金支払いと発券を行うもの︶とも

合わせ ︑一番便利な方法を選んで

﹁モノからコトへ﹂とお客様の関

心がシフトしつつあるいま ︑エン

ターテインメントへのニーズにも ︑

セブン イレブンは﹁近くて便利な
お店﹂としてお応えします ︒

購入できるようになりました ︒
るサービスの提供を目指していき
今回の﹁チケットぴあ﹂の導入は ︑ ます ︒

2009年にぴあ
︵株︶
と締結した

業務・資本提携がベースとなって

います ︒今後は ︑ぴあ・セブン イ
レブン独占販売のチケットや ︑オ

リジナルグッズなどの物販も巻き

申込み完了後にマルチコ
ピー機から出力される
「払込票」を持って、レ
ジで代金をお支払いいた
だくとチケットが発券さ
れます。

11

楽楽新習慣

1 「ぴあ」のチケットをセブン−イレブンで直接購入

18
19

「立ち読み」歓迎！ 雑誌掲載商品の購入もOK！

セブンネットショッピングが
電子書籍市場に本格参入
Close-Up

セブン＆アイ・フードシステムズ
こだわりのハンバーグ専門店「ぐーばーぐ」
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『異業種競争戦略』などを通じ、
いま進行しているマーケット変化に
新たな論点をもってビジネス戦略の創造を
提起している内田和成教授。
過去の成功体験や思い込みを断ち切り、
いかに現在の消費行動の変化をとらえ
新たな戦略構築を図るかについて
お話をうかがいました。

過去の成功体験を捨て 去ることが
新たなイノベーションを 生む

﹁上質﹂と﹁手軽﹂を通して
ニーズの変化をとらえる
鈴木 私は ︑今年﹃トレードオフ﹄
︵ケビ
ン・メイニー著 プレジデント社刊︶と
いう本を読む機会がありまして ︑内田さ
んがその本の解説をお書きになっておら
れました︒﹁上質をとるか ︑
手軽をとるか﹂
という事業戦略について ︑さまざまな実
例をもとに分析している本ですが ︑内田
さんはその解説の冒頭に﹁中途半端はだ
めだ﹂と書かれています ︒私もまったく
同感で ︑たいへん印象深く読ませていた
だきました ︒

よっても何が上質で ︑何が手軽かは違い

は ︑たいへんシンプルですが ︑実は人に
ことは﹁手軽﹂です ︒一方で ︑日頃デジタ

は ︑家のオーディオセットでCDを聴く

めて劇場に出かける音楽ファンにとって

﹁上質﹂
﹁手軽﹂を考えていく場合 ︑最も

時代に生まれているので ︑ 時間 ︑年中

内田 私たちの世代は ︑コンビニがない

てもどんどん変化していきますね ︒過去

ともに﹁上質﹂や﹁手軽﹂は ︑時代によっ

とがたいへん重要だと思います ︒それと

鈴木 私もお客様の立場で見るというこ

える必要があります ︒

せんね ︒

ビニという業態だけでは差別化ができま

姿勢も当然変わってきます ︒もはやコン

たり前ですから ︑そこでの消費に対する

人たちにとっては ︑コンビニはあって当

利さに驚きました ︒しかし ︑いまの若い

内田 和成

日本の流通業は ︑いまたいへん厳しい
環境に置かれています ︒しかし ︑それだ
けに ︑いまここで新たな挑戦を進めれば ︑
大きな成長機会が得られるのではないか
と考えています ︒今日は内田さんに ︑そ
ういう新たな成長戦略へのヒントをうか
がえればと思います ︒

ます︒そこまで踏み込んで考えるとたい
ルの携帯端末にネットから音楽をダウン

内田 ﹁上質か手軽か﹂というコンセプト

へん興味深く ︑本質的に奥行きが深いも
ロードして聴いている人にとっては ︑家
にオーディオセットを備えて鑑賞するの

のといえます ︒たとえば ︑ 万円もする
オペラのチケットをためらいなく買い求

重要なことは誰を対象にしているのかと

無休で ︑いつでもほしいものが買える便

は﹁上質﹂と感じるでしょう ︒ですから ︑ た ︒

いう点です ︒あくまでも消費者起点で考

の感覚で固定的にとらえてしまうと ︑時

も ︑いまお話したような上質さを取り入

鈴木 おっしゃる通りです ︒コンビニで

たとえば ︑コンビニエンスストアはも

れるとともに ︑
﹁上質﹂の中身もどんどん

代の変化に取り残されてしまいます ︒

24

早稲田大学ビジネススクール教授

鈴木 敏文

うちだ・かずなり
1951年生まれ、東京都出身。
東京大学工学部卒業後、慶應義
塾大学大学院経営管理研究科を
修了、経営学修士
（MBA）
。日本
航空を経て、1985年ボストン・
コンサルティング・グループ入
社。2000年6月〜2004年12月、
同グループ日本代表。2006年、
早稲田大学大学院商学研究科
早稲田ビジネススクール教授に
就任。現在に至る。
● 著書に『仮説思考』
『論点思考』
『異業種競争戦略』など。

ともと﹁手軽さ﹂でお客様に価値を認め
ていただいた業態です ︒しかし ︑現在の
お客様は ︑その中にも商品によっては上
質なものを求めています ︒手軽さの中に
キラっと光る上質なものを散りばめてい
くことで ︑お客様に他にはない魅力を感
じていただけます ︒
ですから ︑セブン＆アイグループでは ︑
人気専門店や名店と同等以上の味や品質
を備えた商品を ︑手頃な価格で提供する
というコンセプトで ︑ワンランク上のプ
ライベートブランド﹃セブンプレミアム
ゴールド﹄を発売しました ︒その第一弾
として ︑この 月からセブン イレブン
グなどのチルド商品の販売を始めまし

で ︑カレーやビーフシチュー︑ハンバー

9

セブン＆アイHLDGS . 会長兼 CEO

3

‑

時代 のニーズ に応 える
対 談

新しいものに入れ替える必要があります︒
また︑
﹁上質﹂に挑戦する場合は︑コン
ビニだから ︑スーパーだからこのレベル

とりわけアジア圏では ︑国境を越えた均

若者の消費のもう一つの特徴として ︑
ようとせず ︑いままでの経験で考え ︑消

しかし ︑このような時代の変化を認め

質化が進んでいるように思います ︒中国 ︑ 費飽和なのだからモノが売れないのは仕

われて久しいのですが ︑内田さんは昨今

鈴木 ところで ︑日本では消費飽和と言

客様に認めていただけません︒

に負けないレベルを追求しなければ ︑お

味や品質に徹底してこだわって ︑専門店

ットに育ちました ︒そういう意味では商

の食文化が伝わり ︑いまや立派なマーケ

た ︒しかし ︑情報網の発達により ︑日本

という食文化は浸透していませんでし

国に出店した当初は ︑おにぎりを食べる

鈴木 たとえば ︑セブン イレブンが中

ようなものが売れています ︒

にコンビニでは ︑中国でも韓国でも同じ

いった嗜好は非常に似通っています ︒現

ファッション ︑グルメ ︑音楽 ︑アニメと

レーキになりますね ︒

企業にとっても経済にとっても成長のブ

鈴木 過去の見方にとらわれていると ︑

が出ない﹂という負の循環に陥ります ︒

れば ︑完全に﹁売れない↓値下げ↓利益

いという発想になり ︑それを各社が進め

もらうためには ︑価格を下げるほかはな

当然と考えると ︑それでもモノを買って

内田 消費飽和なのでモノが売れなくて

は根強くあります ︒

方がないという思い込みが ︑流通業界に

の消費環境の変化をどうご覧になってい

で ︑というように中途半端に抑えないで︑ 韓国 ︑台湾 ︑シンガポールなどの若者の

ますか︒
品もグローバル化が進んでいますね ︒

新しいことへの挑戦が
過去の発想からの脱出につながる

内田 私は大学で 代前半の若い学生と

内田 私は﹁成功の復讐﹂と呼んでいる

いった感覚がもはやないのです︒

だと言います︒いつかは車を持ちたいと

車だとお酒が飲めないのでかえって邪魔

探さなければならなくて面倒くさいし ︑

ートに車で出かけると ︑駐車スペースを

うとしません︒なぜかと聞きますと ︑デ

した︒ところが ︑いまの学生は車を持と

があるということがステータスになりま

とは一つのあこがれで ︑デートの時も車

えば ︑私たちの時代は ︑車を所有するこ

に対する姿勢がまったく違います︒たと

が ︑いまの若い人たちと私たちでは消費

接するようになって実感しているのです

杉並区に ︑その第一号店﹁イトーヨーカ

出店に挑戦し始めました ︒この 月には

わけですね ︒

グや店づくりをしても ︑うまくいかない

はや従来の考え方でマーチャンダイジン

する姿勢が変わっているのですから ︑も

鈴木 それだけ大きくお客様の消費に対

いう感覚になっています ︒

なって ︑逆に節約する方がかっこいいと

てのように消費が美徳という感覚がなく

者は保守的になっているそうです ︒かつ

が ︑それによると ︑いま先進各国の消費

の消費実態について最近まとめたのです

社にいた時代の仲間が ︑日米欧の先進国

内田 一方で ︑私がコンサルティング会

イバーは水深 〜 mほどのところに︑
バ

ラダイムの魔力﹄という本にあります︒ダ

がいかに根強いものかという事例が︑﹃パ

引っ張られてしまいます︒人の思い込み

変化に直面した時 ︑その成功体験に足を

がありました ︒そういう新しい成果の積

質﹂の商品も揃えたところ ︑大きな反響

を行い ︑いままで扱っていなかった﹁上

とらわれず ︑新しい品揃えと売場づくり

そこでは従来のマーチャンダイジングに

ダイム﹂として組織に染み込んでいると︑ ドー食品館阿佐谷店﹂が開店しました ︒

10

挑戦することが必要だと考えています︒

去の経験から脱するには ︑新しいことに

鈴木 そこが怖いところです︒私は ︑過

あります︒

見たいように変えて見てしまう可能性が

込みでマーケットを見ていると ︑現実を

の思い込みは強い︒ですから過去の思い

色が見えてしまうわけです︒それほど人

刷り込まれているので ︑見えないはずの

の頭の中にロゴマークと赤が結びついて

で赤い色は見えないのですが ︑ダイバー

くらいの水深だと ︑光の屈折などの関係

すぐに目に入るというのです︒実はそれ

徴のある赤いロゴマークが目立つので ︑

ドワイザーの空き缶が落ちていると ︑特

挑戦ができるのは ︑セブン＆アイグルー

を持ち ︑マーチャンダイジングで多様な

ャンネルを持ち ︑顧客といろいろな接点

をします ︒その点で ︑さまざまな販売チ

をかけて売ってみて ︑売れなければ大損

が ︑新製品を開発して ︑プロモーション

製品を投入してみないとわかりません

ノが売れるか売れないかは ︑結局市場に

終的なお客様との接点がありません ︒モ

るように思います ︒製造業などでは ︑最

たくさんの接点を持っている有利さがあ

プにはさまざまな業態があり ︑お客様と

内田 その点では ︑セブン＆アイグルー

えで大切だと思います ︒

み重ねが ︑過去の成功体験から脱するう

ば ︑販売チャンスを逃してしまいます ︒

れる瞬間に合わせて品揃えしていなけれ

型﹂になりました ︒このため ︑現在は売

るだけですぐに売れなくなる﹁ペンシル

筒型﹂になり ︑いまでは ︑ほんの一瞬売れ

ばらくするとピタっと売れなくなる﹁茶

た ︒その後 ︑突然爆発的に売れ始め ︑し

裾野がなだらかに広がる﹁富士山型﹂でし

れ始めと売れ行きが落ちていく段階では

も大きく変化しています ︒かつては ︑売

とがあると思います ︒私はそれを消費者

がり ︑消費者の情報力が上がっているこ

その背景には ︑情報の伝達スピードが上

内田 確かに現在は
﹁ペンシル型﹂
ですね ︒

プの大きな強みではないでしょうか ︒

鈴木 昨今 ︑商品自体のライフサイクル

消費者の情報武装化に応えられる
マーケティングが必要

たとえば ︑イトーヨーカドーは ︑いま
まで東京の山の手エリアに出店していな
かったのですが ︑高密度小商圏で日常の
ニーズに応える食品中心の小型店の開発
を行い ︑大都市部の市街地や住宅街への

思い込みは
現実を見たいように変えて
見てしまう可能性があります

‑

のですが ︑過去の成功体験が﹁良いパラ

20

50
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しかし ︑いまは瞬時に情報が行き渡り ︑

ていくという時間の余裕がありました ︒

てて販売し ︑そこからさらに商品を育て

をして ︑価格 ︑プロモーション戦略を立

た ︒そのために ︑売り手側も ︑商品開発

ピークに達するまで時間差がありまし

徐々に伝わっていったので ︑売れ行きの

大多数を占める普通の消費者に情報が

モノに飛び付き ︑そこからマーケットの

かつては ︑流行に敏感な人がまず新しい

の情報武装化が進んだと言っています ︒

﹁お父さんが

内田

が必要ですね ︒

直にとらえること

行動の変化を ︑素

いるお客様の購買

ずに ︑毎日接して

の見方にとらわれ

活かすには ︑過去

鈴木 その強みを

思います ︒

シャルも大きいと

日

私はよく

時間差がないので ︑従来型のマーケット

り手側がどれだけマーケットの情報をと

内田 消費者の情報武装化に対して ︑売

ズに合ったものを提供できません︒

らなければ ︑タイムリーにお客様のニー

う売るかという計画を持って販売に当た

らかじめ自分たちで情報を取り ︑何をど

ニーズをとらえられなくなりました︒あ

だけ売れたかという発想では ︑お客様の

鈴木 もはや昨年の同じ時期に何がどれ

戦略がとれなくなっています︒

ば何度でもコンビニに行きます ︒もはや

ずっと便利だと感じていて ︑必要があれ

も豊富で ︑新鮮でいい商品が揃っていて

しておくよりも ︑コンビニの方が品揃え

りのある家の冷蔵庫にわざわざストック

す ︒しかし ︑女子高生は ︑スペースに限

冷蔵庫になければ ︑その日はもう諦めま

私などは ︑何か飲みたいと思っても家の

に家の冷蔵庫を自分で開ける回数と ︑女

ほんとうの競争相手はお客様のニーズの

鈴木 私は以前からずっと ︑自分たちの

しまいます ︒

時代の変化から業界全体が取り残されて

種や業態の競合相手だけを見ていると ︑

過去の思い込みにとらわれて ︑同じ業

多いと思いますか﹂という質問をします ︒ く違う出自を持つ企業や商品・サービス

子高生がコンビニに行く回数とどちらが

変化であって ︑競合のお店ではないと言

一つの業界や業態の中ではなく ︑まった

内田 さらに重要な点は ︑もはや競争は

が競い合っている状況です ︒

らえているかが重要ですね︒

とコンビニの競争になっているわけです︒

た︒こういう点をとらえれば ︑外食事業

手軽に済ませるというようになりまし

食べるのではなく ︑コンビニのお弁当で

結果 ︑若い人たちはレストランに行って

えます︒たとえば ︑コンビニが普及した

これから新たな成長を手に入れるポテン

よる強力な情報網という有利さがあり ︑

とに加え ︑リアル店舗とネットの融合に

もともと幅広い顧客層との接点を持つこ

す︒携帯電話でニュースはもとより ︑さ

多くの人が携帯電話の画面を見ていま

くなりました ︒その一方で ︑車内にいる

も ︑新聞を広げている人がたいへん少な

です︒最近 ︑ラッシュ時の電車に乗って

出している最も典型的な例が ︑携帯電話

内田 いま ︑そういう異業種競争を生み

﹁携帯電話を持ったお客様﹂の
心をつかむ新たな小売業へ

ものかもしれません ︒

てから消費するというスタイルは過去の

対する指向が大きく変化しています ︒

ノからコトへと言われるように ︑消費に

モノへの支出が減っています ︒近年 ︑モ

れる金額が伸びる中で ︑衣料や雑貨など

はじめとするサービス分野に振り向けら

鈴木 家計支出全体でみても ︑通信費を

その分 ︑モノの消費が減ったわけです ︒

通信費に充てられるようになりました ︒

にコンビニがその先鞭をつけてきたと言

たな事業連鎖を考える必要があります ︒

内田 おっしゃる通り ︑消費者起点で新

い続けてきました ︒

鈴木 お弁当やおにぎりなどのように ︑
まざまな情報を得られ ︑ゲームも楽しめ

内田 そういう﹁携帯電話を持った消費

その点でも ︑セブン＆アイグループは︑ お店で買って ︑いったん冷蔵庫にしまっ

どこの家庭でもつくっているものは ︑発

ます︒ですから ︑ゲーム専用機も携帯電

者﹂を取り込むことが ︑小売業にとって

新たなマーケットが育ち ︑コンビニの主

指して新しい商品を提供し続けた結果 ︑

し ︑家庭より新鮮でおいしいお弁当を目

小遣いの中から ︑衣服や雑貨を買い ︑何

えば ︑女子高生はいままで ︑限られたお

支出の内容を大きく変えた点です ︒たと

さらに重要なことは ︑携帯電話が消費

ます ︒

成長する可能性を持っているように思い

れれば ︑既存の小売業がこれから大きく

持つ消費者﹂の心をとらえる戦略が生ま

は大切ではないでしょうか ︒﹁携帯電話を

実は異業種間の競争という点では ︑すで

売当初は ︑商品として買ってもらえるは

話と競争関係にあると言えます ︒

力商品となりました︒そういうイノベー

か食べたりしていたわけですが ︑携帯電

鈴木 インターネットなどを通じてのバ

6
7

ずはないと強い反対がありました︒しか

ションが異業種間の競争の中でも生き残

話の登場によって ︑お小遣いの大部分が

ーチャルなマーケティングと既存の小売

る活力を生むのだと思います︒

業の融合など ︑私どもも現在の高度な
ITインフラの発展に対応した新たな取
り組みを進めています ︒グループ全体で
これまで培ってきた幅広いお客様との接
点という財産を活かしながら ︑新しい流
通サービスに挑戦していくことが ︑これ
からの成長につながっていくと考えてい
ます ︒その点で ︑今日の内田さんのお話
からいろいろとヒントをいただけたと思
います ︒ありがとうございました ︒

もはや同じ業界の中だけではなく
異業種間の競争になってきています

1

変化の中から新たな︿成長機会﹀をつかむイトーヨーカドーの挑戦
いま︑イトーヨーカドーでは︑マーチャンダイジング︵ＭＤ︶から売場づくり・店舗開発などの改革が一体となって︑
従来のＧＭＳ︵総合スーパー︶の枠を打ち破る﹁チャレンジ﹂が始まっています︒
﹁あっ︑イトーヨーカドーが変わった﹂︒ お客様にそう言っていただけるよう力を注いでいるさまざまな取り組みの中から︑
今回は﹁新ファッション提案﹂
﹁都市型小型店﹂
﹁生活雑貨ショップ︿タノシア﹀﹂の３つの事例をご紹介します︒

ディネートでお買い求めいただくケースが目

えない着丈︑二の腕がすっきり見える袖の

見えるウエストライン︑かがんでも下着の見

のテイストを合わせたコーディネート提 案

て行い︑ボトム︑カットソー︑アウターなど

からデザイン︑生産︑売場づくりまで一貫し

えた話題性のある素材を使った商品ですが︑

ＡＳＡ向けに開発された温度調節機能を備

﹁テキ℃︵てきど︶
﹂がデビューしました︒Ｎ

同じく９月には︑オリジナルのカットソー

戦︒つくり手の都合や感覚ではなく︑お客様

ファッションとも異なる独自の衣料ＭＤに挑

向け︑トップモードの専門 店 ともファスト

の生活 感 覚に応 えるファッションの開 拓に

8

お客様視点に徹した新MDで
日常ファッションに新風を吹き込む
売場と一体となった衣料改革
ライフスタイルに合わせて選べる
﹁ギャローリア﹂﹁Ｌ＆Ｂ﹂
今年９月からイトーヨーカドー１５０店
舗の婦人衣料フロアの一角に最大２５０㎡の
新売場が登場しました︒自主ブランド﹁ＧＡ
ＬＬＯＲＩＡ︵ギャローリア︶
﹂と﹁Ｌ＆Ｂ﹂を
組み合わせた新しい売場です︒
先端のトレンドを取り入れた﹁ギャローリ
ア﹂
︑ビジネスやタウン着をオシャレに演出
する﹁ＯＮスタイル﹂とプライベートシーンの

﹁Ｌ＆Ｂ﹂と︑着用シーンに合わせて提案︒お
立っており︑
﹁売場が変わった﹂
﹁ほしいもの

長さなど︑細部にまでお客様の声が活かさ

ファッション﹁ＯＦＦスタイル﹂で構成される

客様それぞれのライフスタイルに応じてトー
がある﹂と︑好反響を得ています︒

それぞれの部門で︑高い評判をいただいてい

れています︒その結果︑婦人︑紳士︑子ども︑

タルコーディネートをお楽しみいただけるの
が︑大きな特色です︒
この両ブランドは︑イトーヨーカドーが大

を実現︒さらに︑デザイン︑素材︑カラーは

今回のＭＤの中心テーマは︑機能性よりも︑

といっしょになってつくることを︑何よりも

ます︒

どれも親和性があり︑両ブランドを通しての

お客 様の要望に合ったシルエット︑デザイ

大切にしています︒デザインから売場︑さら

お客様とともに
毎日のファッションを創造する

コーディネートを可能にしています︒最新の

ン︑着心地の実現︒お客様にいまある商品

にその先のお客様まで含めた﹁チーム﹂で︑日

手アパレルと専任チームを編成し︑商品企画

トレンドをいち早く売場に送り出すスピー

への要望や不満などの声を聞き︑試作を繰

常ファッションに新風を吹き込むＭＤ改革を
着実に進めています︒

イトーヨーカドーでは︑お客様の﹁いま﹂

ディなＭＤで︑毎月季節感を活かした新アイ

り返しながらつくり込みました︒婦人のカッ
トソーでは︑小顔に見える衿ぐり︑スラリと

テムを開発し︑週替わりで新鮮な提案を続
同売場を訪れるお客様は︑各提案ゾーン

けています︒

衿、
ウエスト、
着丈など、
スッキリしたシルエッ
トにこだわった
「テキ℃」。
ＮＡＳＡ向けに開
発された温度調節素材は、衣服内の温度
をいつも快適にコントロールします。

を回りながら︑売場に長時間滞在し︑コー
大人の洗練された着こなしを提案する
「ギャローリ
ア」
と
「Ｌ＆Ｂ」
。
テイストに一貫性があるので、
買い足
すごとにコーディネートの幅が広がります。稲森いず
みさんを起用したＣＭも大きな話題に。

9

特集

弁当︑ワイン︑チーズ︑調味料などの﹁こだわ

高い商品・サービスに加え︑老舗有名店のお

合わせて調理する鮮魚の対面販売など︑質の
開発に取り組みました︒

物件への出店を可能にする都市型小型店の

スタイルに挑戦︒既存の複合ビル内や借地

味︑鮮度︑お客様の要望に

を 持ってお す す めできる

着した商 品に特 化︒自 信

イトーヨーカドー食品館阿佐谷店
﹁こだわり﹂の食品も
ワンストップで手軽に

した都市型小型スーパーの第１号店﹁イトー
り商品﹂
の品揃えも充実︒﹁上質﹂﹁少量・適量﹂

月１日︑イトーヨーカドーが新たに開発

ヨーカドー食品館阿佐谷店﹂
︵東京都杉並区︶
﹁簡便﹂など︑都心部のお客様ニーズに応える
挑戦し︑連日賑わっています︒

独自の﹁ミールソリューション型﹂店づくりに

マーチャンダイジングとともにインフラ面で

持たないよう︑納品タイミングなどをきめ細

そのため︑品切れを起こさず︑余分な在庫を

の店舗のように広いスペースがとれません︒

理的な収益構造を備えた店舗開発を進めて

も既存店とは異なる新しい挑戦を進め︑合

かく 設 定した物 流の仕 組みも 新たに構 築︒

都心部のマーケットを開拓し
収益構造の新たな柱に
この新店開発の背景には︑都心部への人口
この新型店によって︑これまで店舗網がな

います︒

もない高齢層︑単身世帯︑共働き世帯などの
かった大都市圏の都心部で新たなマーケット

回帰による高密度化があります︒これにと
絶対数も増加し︑
﹁ライフスタイルに合った
を開拓していく方針です︒東京

区内には

こだわりのある上質な商品を︑身近なお店で

店舗を出店し︑将来的に

トーヨーカドーはこれに応え︑人口高密度地

イトーヨーカドーの新たな収益構造の柱に

は大都市圏を中心に１００店舗体制に拡大︒

今後１年間で約

域で５００〜７００メートルの小商圏のお客
育てていく計画です︒

手軽に﹂というニーズが高まっています︒イ

様のデイリーニーズに対応する新たな店舗

﹁タノシア﹂が目指すのは︑
﹁日常の生活感プ
ラス付加価値﹂を提案する売場です︒
人気はシールや携帯音楽プレーヤー用の
スピーカー︑クッション型マッサージ器など︑
日常使いでありながら︑楽しさを感じさせる
ものばかり︒友達同士の集まりや︑ちょっと

専門店﹁ロフト﹂と共同でプロジェクトチー

です︒イトーヨーカドーが︑グループの雑貨

シーンに合わせて多様なジャンルの商品を集

スーパーの売場と大きく異なるのは︑生活

商品ジャンル別に構成されている従来の

したお返しに使 えるデイリーギフトのアイ

ムを編成し︑
既存の総合スーパーにはない
﹁主

めて提案する編集型売場になっていること

た９２０㎡の﹁タノシア﹂は︑そうした今の生

婦が毎日の暮らしを楽しくするために︑気軽

です︒さらに︑扱い商品をピクトサイン︵絵

テムも充実しています︒

に使える生活雑貨﹂を揃えた新しいＭＤ︑売

表示︶化して売場に散りばめ︑スッキリしな
がらもバラエティ感を表現︒各ゾーンでは︑
トレンド︑時代性︑季節感を打ち出した演出
で︑お客様を引き込みます︒

が中心で︑価格志向性の高い品揃えでした︒

めに﹁タノシア﹂が重視しているのが︑商品

で︑つねにこだわりと楽しさを伝え続けるた

お客様のご来店頻度が高い総合スーパー
一方︑
﹁ロフト﹂はライフスタイルに合わせて

イトーヨーカドーでは︑この﹁タノシア﹂

ます︒

新しい提案や発見のある売場を目指してい

レンド商品も機動的に導入するなど︑つねに

と売場の﹁鮮度﹂
︒小さなメーカーが扱うト

従来のスーパーの住居部門は︑生活必需品

売場の﹁鮮度﹂を重視し
新しいＭＤに挑戦

場づくりに取り組んでいます︒

活感覚に応える生活雑貨のショップ型売場

新マーチャンダイジング＆売場で
もっと楽しく︑もっと魅力的に！
生活雑貨専門店﹁タノシア﹂
﹁ロフト﹂との共同プロジェクトで
日常性の高い生活雑貨を集積
多様化するライフスタイルに合わせて﹁自
分らしい﹂生活空間を創造したい⁝︒ 月

複合ビル内などでは︑バックルームも従来

佐ケ谷駅北口駅前の複合ビル地下１階︑売場

４品︑加工食品︑日用品など︑日常生活に密

品揃えは︑惣菜・青果・鮮魚・精肉の生鮮

面積は８８０㎡です︒

がオープンしました︒場所はＪ Ｒ中央線阿

「人形町今半」
のすき焼弁当や、
銀座
「鮨から
く」
監修の握り寿司
（期間限定）
、
ホテルオーク
ラのジャム、
ジャージー牛乳など、
こだわりの上質
商品が人気。

店舗に拡大

を︑大型店舗を中心に展開していく方針で︑
２０１１年度中には首都圏で
していく計画です︒

10

10
日︑エスパ川崎︵神奈川県︶１階にオープンし

18
ユニフォームやラッピングも含め、売場全体がオレンジで統一され、楽しさを演出。

23

10

こだわりの調味料をはじめ、
ほかにはない商品を多数品揃
え。
「楽しい」
というお客様の声も多く、滞留時間が長いの
が特徴です。

9

10

選択する高 付 加 価 値 商品が品揃 えの中心︒
着せ替えシールや携帯音楽プレー
ヤー用スピーカーなど、
これまでの売
場ではなかった商品が人気に。

11

﹁上質﹂と﹁利便性﹂で
都心部のデイリーニーズをつかむ！

変化の中から新たな〈成長機会〉をつかむ

イトーヨーカドーの挑戦

特集

独自のノウハウで
省エネしながら光の演出

アリオ橋本

環 境 問 題がクローズアップさ
れる中で︑いかに省エネを図りな
がら魅 力 ある店 づく り を行って
いくかが大きな課題となっていま
す︒イトーヨーカドーでは︑店舗
の大型化や店 舗 数の増 加に比例
して環境負荷が増大しないよう︑
省エネ設備の導入によるＣＯ ２削
減や廃 棄 物のリサイクルを積 極
的に進めています︒

９月 日にオープンした﹁アリ
オ橋本﹂︵神奈川県︶は︑国内最大
規 模 となるＬＥＤ照 明の導 入や
太陽光発電パネルの設置︑建物の
壁面や屋上駐車場 等における緑
化等︑最新の環境配慮型ショッピ
ングセンターとしてさまざまな取
り組みを行っています︒
環境負荷低減のポイントは︑﹁省
エネ機器の積極的活用﹂と︑
﹁自然
エネルギーの活用﹂です︒省エネ
機器の積極的活用においては︑売
場の約 ％でＬＥＤ照 明 を 採 用

日本最大級の LED 照明

を有効利用した﹁風力・太陽光発
電付き外灯﹂も 基設置し︑それ
ぞれの発電量をリアルタイムで表
示することで︑お客様にもわかり
やすい環境対応の﹁見える化﹂を
行っています︒また他にも︑電気
自動車用の充電設備や雨水の利
用など︑環境負荷軽減へのさまざ
まな試みを行っています︒

ユニバーサルデザインで
どなたにもお買物しやすく

13,000 台のLED 照明や調光器具を導入して省電力化。

アリオ橋本では︑どなたでも快
適にご利用いただけるユニバーサル
デザインの考えを取り入れた︑安
全・安心な店づくりも推進してい
ます︒リモコンでゲート操作でき

し︑通路やトイレ︑外構のソーラー
付き照明などで積極的に省エネを
進め︑従来の照明と比較して消費
電力を約半分に抑えています︒
その際に重要なのは︑照明機器
の配置です︒ＬＥＤ照明は輝度が
高く︑長寿命︑点灯時間が長いと
いった長所がありますが︑従来の
照明機器とＬＥＤ照明を入れ替え
るだけでは商業施設として十分な
照度が得られず︑省エネ効果も最
大限に活かすことができません︒
他 社に先 駆けてＬＥＤ照 明の

太陽光発電パネルと風力・太陽光発電付き外灯

る車椅子利用者専用駐車場や︑男
女別の多目的トイレ︑お子さんや
付き添いの方といっしょに利用で
きる﹁ゆったり試着室﹂
︑タッチパネ
ルで操作できるデジタルインフォ
メーションなどを導入し︑よりお買
物しやすい店舗を実現しています︒
また︑環境とユニバーサルデザ
インの簡単な体験もできる﹁ＥＣ
Ｏ＆ＵＤコーナー﹂も 好 評で す︒
アリオ橋本の取り組みだけではな
く︑相模原市の環境への取り組み
の情報発信を行い︑今後︑地域の
お子 様 を対 象 とした体 験 会イベ
ント等を企画するなど︑地域に役
立つ生活密着型ショッピングセン
ターを目指しています︒

ECO & UDコーナー

氷蓄熱システム

パウダールームの LED 照明
設置されたディスプレーでは、
SC 内にある太陽光
発電装置などの発電状況をつねに表示し、
「見え
る化」
しています。

深夜電力で製氷し、営業時間に解氷して冷房に
利用します。昼夜の電力需要の負荷平準化にな
ります。

照明は、使用目的ごとに角度を変えるなどの工夫
で、視覚照度
（目で見て感じる明るさ）
を重視した
配置をしています。

アリオ橋本は、イトーヨーカドーを核店舗に、グループの
「ロフト」
「アカチャンホンポ」
「タワーレコード」
「セブン
旅倶楽部」をはじめ、ファッション、コスメ・雑貨、アミュー
ズメント、レストランなど136 の専門店で構成される大型
ショッピングセンター。アリオ最大の約 1,000 席を誇る
フードコートには遊戯スペースも併設しています。
地域のお客様の多様なライフスタイルに対応した生活提
案を発信しています。
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自然の太陽エネルギー源を有効利用し、店舗南側壁面の３カ所に
「太陽光発
電パネル」
を設置。外灯にも
「風力・太陽光発電付き照明」
を10 基設置し、蓄
電により不日照でも4日間点灯します
（日没から７時間）
。

広い間口や室内、
便座の配置や洗面台の高さ、
オストメイ
ト
（人工肛門）
対応の設備など、使いやすさを工夫した多目
的トイレには、
すべて音声ガイドを設置。ソファーを設置した
休憩スペースも設け、
ゆとりある空間に。

17

80

3 台設置。タッチパネル式で、簡単に操作・検索できます。
トイレや売場、テナント店舗の検索の他に、
イベントやセー
ル情報も満載。

最新の環境配慮型SC

導 入 を 進めてきたイトーヨーカ
ドーでは︑閉店後の店内で実際に
ＬＥＤ照明を設置し︑壁からの反
射を確認する等の検証を繰り返
して独 自にノウハウを 蓄 積︒最
適の配置を行うとともに︑ＬＥＤ
照明の輝 度の高さ︵キラキラ感︶
を活かしながら︑フラットな光に
見せる工夫や︑商品や色を見 え
やすくする工夫を行っています︒
今 後 もバランスのとれた光 配 置
と建築形状の融合を目指し︑最大
限の省エネを図っていきます︒
自然エネルギーの活用では︑ア
リオ初の自然の太陽エネルギー源
を有効利用した﹁太陽光発電パネ
ル﹂を１１７８枚設置︒自然の風

レストラウンジ、多目的トイレ

省エネの取り組み
デジタルインフォメーション

国内最大規模の
LED照明を導入
ユニバーサルデザインの取り組み

アリオ橋本

「お客様の求めるライフスタイル」に対応した「新しいデパート」へ

アル店 店でゆっく り とお 食 事
をお楽しみいただけるよう 営 業
時間を 時まで延長しました︒
︵※︶
13

新たな﹁完成のはじまり﹂へ

視したことも 新しい挑 戦︒多 彩
な手芸素材売場と専門店で構成
した手 芸用品 売 場﹁サンイデー﹂
︵７階︶やファッション雑貨の話題
の新商品を集めた﹁トランスマー
ケット﹂
︵２階︶など︑新たな取り
組みが人気を呼んでいます︒
そして︑食品売場では︑グルー
プのノウハウを取 り 入れた生鮮
売場︑自主開 発で取り 組んだ惣
菜売場﹁リトルシェフ﹂など︑従来
の百 貨 店 像にとらわれない新た
な発想で挑戦し︑商品・サービス
の充実を図りました︒

２００８年から３年にわたって
進めてきた改装では︑現在の百貨
店に抱くお客 様のご不 満を解消
すべく︑百貨店の魅力と販売力を
再 活 性 化 することに全力を注い
できました︒
その結 果︑新たに 導 入したの
が︑お客様と店内のあらゆる売場
やブランドとの接点となる︑いわ
ばポータル機能︒
﹁キレイステー
ション﹂
︵１階・化粧品︶
︑
﹁プレマ
マステーション﹂
︵６階・こども︶
︑
﹁ カラダステーション﹂は︑そ れ
ぞれ 専 門 知 識 を持ったアドバイ
ザーが︑お客様の悩みにお応えし
て︑ブランドの枠を超えた商品提
案を行っています︒
さらに︑新たな商品づくりも積
極的に推進︒新ＰＢ﹁リミテッド
エディション﹂の開発により︑百
貨 店に求められる﹁質 感・ファッ
ション性 ﹂と﹁リーズナブルな 価
格﹂の両立を実現しました︒
ま た︑ライフスタイルに 大 き
な比重を占める﹁生活雑貨﹂を重

百貨店ならではの魅力を提供
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こうした改装を積み重ねて︑グ
ランドオープンを迎 えた西 武 池
袋本店︒そのキャッチフレーズが
﹁完成のはじまり﹂
です︒これは
﹁い
ま︑お客様が求めるライフスタイ
ルを提供する﹂という百貨店本来
の使命の具現化に向かって︑終わ
りなき 前 進のスタート宣言とも
いえます︒
池袋本店で着地した﹁新しいデ
パート﹂の創 造に向けた要 素は︑
他のそごう・西武の店舗にも順次
拡大し︑各店の魅力アップにつな
げていきます︒

14
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カラダステーション
プレママステーション
キレイステーション
月ごとに全館テーマを設け、ライフスタイルを発信
11月は
「トラベル」
をテーマに、小物を利かせたおしゃれ、
オフィシャル感と動きやすさを両立させたファッション、小さなお子様とのお出かけ、
スポーツ旅行な
ど、
各売場から提案しています。

３年にわたる改装が完了
この 月︑西武池袋本店は全
館 改 装 第３ 期 を完 了し︑グラン
ドオープンを迎 えました︒第３
期改装の第一のポイントは︑８階
にオープンした日 本 最 大 級のス
ポーツ専門大店﹁ＳＥＩＢＵ ＳＰ
ＯＲＴＳ﹂です︒健康とスポーツ
のご相談にお応えする﹁カラダス
テーション﹂を開設︒また︑
スポー
ツ専門店﹁オッシュマンズ﹂を導入
したアウトドア︑身近なスポーツ
を提案するアスレチック︑健康な
カラダづくりを提案するウェルネ
ス︑そしてゴルフの４分野で︑ニー
ズにお応えします︒
第二のポイントは︑都内最大級
の菓 子 売 場︒デパ地下ならでは
の上質な和・洋菓子に加え︑女性
の専 門スタッフが開 発した編 集
売場﹁ボンボンヌアニバーサリー﹂
も登場︒週替わりで話題のパティ
シエのスイーツが楽しめる﹁ホッ
トパティシエ﹂と合わせ︑他の百
貨 店にはない独 自の魅力 を生み
出しています︒
第三のポイントは︑８階レスト
ラン街﹁ダイニングパーク池袋﹂
︒
新たにオープンした名店︑カジュ
9

店内のポータル機能を果たす３つの「ステーション」

※同レストラン街は来年初夏までにさらに１３店舗がオープンし、
名店・カジュアル・
トレンドの３ゾーンが揃った池袋駅東口地区最大級のレストラン街が誕生します。

「Made in JAPAN」
開発担当より

左／一足ずつ手作業で
革の表面にコテを当て、
美 しく 仕 上 げていきま
す。
（ジュリアシューズ）

産地を
訪ねて

こだわりの

客様のニーズと日本の優れ
たものづくりの技術を結び
つけ︑質の高い商品を開発するイ
トーヨーカドーの﹁Made in
JAPAN﹂︒現在︑衣料品や生活
用品を中心に約200品目を展開
しています︒
神戸の婦人パンプスもその一つ︒
神戸は日本のゴム工業発祥の地
で︑そこから靴産業が生まれ発展
してきた歴史があります︒特に長
田地区は阪神・淡路大震災で大き
な被害を受けるまで︑一大産地と
して名を馳せてきました︒いまも
足に約 ものパーツを使い︑ほ
とんどの工程が手作業という靴づ
くりには︑職人の技が受け継がれ

お

日本の技術と
心がつくる
履きやすい婦人靴
1

30

ています︒
海外からどんどん安い靴が入っ
てくる中︑ジュリアシューズは早
くから品質と機能にこだわり︑履
きやすい靴を追求してきました︒
昔ながらの工場で︑丁寧な靴づく
りを続けています︒一番の特徴は︑
社長の山本請吉さん自らが考案し
たV・T・Aクッション︵実用新
案登録済︶
︒前半分の靴底に使わ
れ︑特殊ゴムの反発力と空気の流
れで抜群の屈曲性とクッション性
を生み出し︑その歩きやすさは多
くのリピーターを生んでいます︒
一方︑マルボロコーポレーショ
ンは︑イタリアのデザインチーム
と組んで︑ファッション性の高い
婦人靴を手がけるメーカー︒社長
の上原孝司さんは︑国産にこだわ
る理由をこう話します︒
﹁原料やパーツもすべて自分の目
で確かめ︑製造工程の一つひとつ
に目が行き届くのが強みです﹂
伝統と工夫によって生み出され
る日本の確かなものづくり︒一足
の中には ︑抗菌・防臭 ︑空気循環
機能︑衝撃吸収設計︑音がしなく
て滑りにくいソールなど ︑
﹁Ma
de in JAPAN﹂ならではの
技術の粋が詰まっています︒
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右／まるでヨーロッパの
ような神戸の街並み。伝
統に裏打ちされた国産靴
がここから生まれます。

皮革ストラップパンプス
（マルボロコーポレーション）
「Made in JAPAN」は、日本産
6,990円
ならなんでもよい、というわけで
はありません。歴史的な生産の
背景を持ち、伝統の技術がある
国産商品にこだわっています。
皮革
消費者と産地をつなぎ、新しい
プレーンパンプス
価値の創造を目指していきます。 （ジュリアシューズ） 6,900円

上／大規模な震災被害
の影響で靴産業が衰退
傾向の長田地区だが、そ
の中で 昔ながらの靴 づ
くりを堅持するジュリア
シューズの工場。
つねに新しい工夫を考えているジュリ
アシューズの山本社長。同社のV.T.A
クッション（ベンチレーション・テクニ
カル・エアクッション）
は、
アメリカの特
許と日本の実用新案に登録済み。

「Made in JAPAN」
― 神戸の皮革パンプス―

「原料の革は日本産のいわゆる 和牛 。原皮から国産にこだわって
います」
とマルボロコーポレーション社長の上原孝司さん。

イトーヨーカドー

上・左／「Made in JAPAN」のパンプスの生産現場。18の工程を約25人のスタッフで担当。木型に
甲皮を 吊り込む 作業はベテラン職人の手作業。
（マルボロコーポレーション）

Close-Up

﹁立ち読み﹂から広がる
新たな販売チャンス
今年７月︑セブンネットショッ
ピングは新サービス﹁セブンde
立ち読み﹂をスタートしました︒
これは︑セブンネットショッピン
グが提 供 する無 料の専 用ソフト
を使い︑高 機 能 携 帯 端 末ｉＰｈ
ｏｎｅ やタブレット型情報端末ｉ
Ｐａ ｄで︑無料で雑誌や書籍の一
部を立ち読み感 覚で閲 覧できる
サービス︒気に入った雑誌や書籍
は︑そこからすぐにセブンネット
ショッピングにリンクして購入で
きます︒さらに︑
雑誌
﹁saita﹂
や﹁ぴあ ﹂に掲 載 されている一部

商品やチケットも﹁セブンde立
ち読み﹂からすぐにセブンネット
ショッピングの通販サイトで購入
が可 能など︑
﹁立ち読み﹂と商品
購入が連携したサービスも導入︒
﹁ 電 子 書 籍 を メ デ ィア と と ら
え︑そこから新たな消費を生み出
すという︑これまでにないビジネ
スモデルを立ち上げていきます﹂
と鈴木康弘社長は言います︒

お客様にも出版社にも
メリットを生むサービス
今年から来年にかけて︑新たな
高 機 能 携 帯 端 末やタブレット型
情報端末の発売が見込まれ︑国内
でも電子書籍が本格的に普及し

ようとしています︒セブンネット
ショッピングは︑この機会をとら
え︑約800万会員を擁するネッ
ト通販事業の実績を活かして︑電
子書籍事業でも︑
﹁お客様の立場﹂
に立って︑いままでにないサービ
スを創出していきます︒
この﹁立ち読み﹂サービスでは︑
株 式 会 社トーハンとチームを 組
んで︑コンテンツ︵立ち読みでき
る 出 版 物 ︶の 拡 大 を 図 る と と も
に︑ｉＰｈｏｎｅ ︑ｉＰａ ｄ以外
の端 末でも 専 用ソフトを提 供し
てサービスの拡 大 を図る予 定で
す︒さらに２０１０年度中に︑出
版物の掲載商品が﹁セブンde立
ち読み﹂を通じて売れた場合︑出
版社に販売手数料を支払う仕組
み﹁アフィリエイト﹂をスタート︒
２０１１年度には︑電子書籍のダ
ウンロード販 売 も開 始 する計 画
です︒
セブンネット ショッピングで
は︑セブン＆アイグループの高度
な流通インフラと出版 業 界が育
く む 豊かなコンテンツ 資 産 を 融
合︒お客様にも︑商品・サービス
などのコンテンツ提供者にも︑便
利で快 適な流通サービスの実現
を目指していきます︒

お客様から見えるオープンキッチ
ン︒手ごねの様子もよく見え︑手
づくり感︑ライブ感も満点です︒
﹁ぐーばーぐ﹂のコンセプトは︑
気 軽に入れる街のハンバーグ専
門店︒今 年 月にオープンした
武蔵小山店は︑都内有数の商店
街の中にあり︑客層は 代から
代と幅広く︑平日は近所で働
く人々や主婦︑夕方は帰宅途中
のサラリーマンやOL︑休日は家
族連れを中心に賑わっています︒
月にはビジネス立地初出店
となる東 銀 座店がオープン︒東
銀座店では︑ランチタイムとディ
ナータイムでメニュー 構 成 を 大
きく 変 えて︑夜はワインやビー
ルと一緒 に 楽 し むハンバーグ を
提案しています︒
﹁ぐーばーぐ﹂は︑今 後 も 東 京
区内に出店を進めていく計画
です︒
9
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内で 店舗を営業しています︒熱
い鉄板の上でジュージューと音を
たてて運ばれてくるハンバーグは︑
箸を入れると︑香ばしさとともに
5

http://www.7netshopping.jp/
all/static/100930̲tachiyomi.html

肉汁がほとばしり出てきます︒粗
めに挽いた１００%ビーフには牛
肉の旨みが凝縮されています︒
﹁ ぐ ー ば ー ぐ ﹂のこ だ わ り は︑
オーダーを受けてから一つひとつ
手 ごね すること︒このひと手 間
がおいしさを 格 段にアップする
秘 訣です︒創 業 以 来ハンバーグ
に定評のあるデニーズのノウハウ
と︑専門店ならではのこだわりが
ぎっしり 詰まったハンバーグを︑
さ ま ざ ま なアレンジとバリエー
ションでお楽しみいただけます︒
基本は１５０ｇ と２００ｇ です
が︑ ｇ 単位で量を増やすことも
可 能︒単 品でもご満 足いただけ
るよう︑たっぷりの野菜を付け合
わせているのも特徴です︒テーブ
ルでソースをかけて蒸し状態にす
ることで︑ハンバーグを食べる時
点で野 菜にもほどよく 火が通る
よ う 工夫 されていま す︒厨 房は

20

清潔感のあるオー
プンキッチンで手づ
くり感、ライブ感を
演出。

80

10
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◉セブン＆アイ・フードシステムズ

8

「アフィリエイ
トは、
出版社
のコンテンツから消費を
生む新しいモデルです」
と
鈴木康弘社長。
商店街の中に立地する武蔵小山
店。若い世代からお年寄りまで、親
しまれています。

セブンネットショッピングが
電子書籍市場に本格参入

本格派の味わいが好評
こだわりのハンバーグ専門店﹁ぐーばーぐ﹂

11

「セブンde立ち読み」
サービスについて詳しくは、
こちらのインターネッ
トページから。

50

iPhone
iPad

セブン＆アイ・フードシステム
ズでは︑こだわりのハンバーグ専門
店﹁ぐーばーぐ﹂を昨年 月に立
ち上げました︒今年 月現在︑都
粗めの大根おろしと辛味噌がトッピングされた人気メニューの「鬼おろしばーぐ」。ハンバーグは
150gと200gから選択できますが、ご要望により500gまで対応します。野菜もたっぷり添えられて
おり女性にも好評。

「立ち読み」歓迎！
雑誌掲載商品の購入もＯＫ！
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セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

ワンランク上の
「セブンプレミアムゴールド」が誕生

セブン‑イレブン

グローバル MDによる
「セブンプレミアム」に
コーヒー、ボルドー産ワインが登場

イトーヨーカドー

「2010 年度ロジスティクス大賞」を受賞
10月20日、
セブン‑イレブンは、
日本ロジスティクスシ

農業事業会社「セブンファームつくば」
「セブンファーム三浦」を相次いで設立

9月28日、
セブンプレミアムにワンランク上の
「セブン

9月8日、
日本のグループ 5 社と米国セブン‑イレブン

ステム協会主催の
「2010 年度ロジスティクス大賞」
を

9月1日、農業事業会社「セブンファームつくば」
を茨

プレミアムゴールド」
が誕生。商品は
「ハンバーグステー

が原料を一括調達し共同開発したグローバルMD 第 2

受賞しました。これは、
ロジスティクス推進に向けて優れ

城県筑西市に、
10月1日には同「セブンファーム三浦」

キ」
「ビーフカレー」
などの4アイテム。
レトルトながらチルド

弾として、
「コーヒー」
が発売になりました。セブンプレミア

た実績をあげた企業を表彰するもので、
セブン‑イレブン

を神奈川県横須賀市に設立しました。千葉県の「セブ

商品として開発し、100℃を下回る温度帯で時間をかけ

ムの開発ノウハウを活かし、
南米産の良質な豆を使用し、

では、店舗までのフローズン物流の仕組みの見直しを行

ンファーム富里」
にひき続き、食品リサイクルを主軸とし

て製造することで、肉の風味や食感など本格的なおいし

ブレンドの調整を重ねて完成した自信作。各国の嗜好

い、
「物流品質とサービスレベルの向上」
「合理的コスト

た
「環境循環型農業」
を展開していきます。

さを実現。専門店と同等以上の味・品質を買いやすい

に合わせ、
日本ではレギュラーコーヒー（粉）
と缶コーヒー、

低減」
を実現させたことが評価されました。

「セブンファームつくば」
は、農業事業の中核会社「セ

価格で提供していきます。当初は首都圏のセブン‑イレ

米国では店頭のカップコーヒーとして、
日米のグループ約

ブンファーム」
と
「つくば農業生産組合」
「アグリクリエ

ブンで展開し、順次拡大予定です。

19,620 店舗で販売します。

イト」の3 者による共同出資で設立。「セブンファーム

また、10月6日からは、
フランスボルドー地区産ワイン
「セブンプレミアム ボルドー AOC」
の発売を、国内の
セブン＆アイグループ約 13,200 店舗で開始しました。
品質管理された原材料の一括調達により、
フランスのワ
ジューシーなハンバーグを自家製デミグラスソースで仕上げたハン
バーグステーキ
（258円）
、2日間かけたデミベースを使用したビーフシ
チュー
（398円）
、
まろやかでバランスのいいビーフカレー
（348円）
とチ
キンカレー
（298円）
。

セブン銀行

三浦」
は、
「セブンファーム」
と
「横浜市場センター」
「長
井有機農法研究会」の共同出資によるものです。農

第3 世代 ATMが受賞
「グリーンITアワード2010 審査員特別賞」

業従事者の高齢化などで大きな転換期を迎えている日
本の農業をお手伝いしたいという基本理念のもと、い

イン法で最高ランクの
「AOC」
を、
リーズナブルな価格で

10月5日、セブン銀行の第 3 世代 ATMが、
グリーン

ずれも県内のイトーヨーカドー店舗から回収した食品残

提供しています。今後はアジア圏を中心とした海外のグ

I T 推進協議会による
「グリーンI Tアワード2010 I Tの

さをリサイクル資源とし、持続可能な地域農業に貢献

ループ店舗でも販売予定です。

省エネ部門」
で審査員特別賞を受賞しました。第 3 世

していきます。

代 ATMは、取引時間以外はつねに省エネモードが適
用され、画面バックライトのLED 化など、消費電力を従
セブンプレミアム
レギュラーコーヒー
（粉）
各 400g 398 円

セブン・ミールサービス／セブン‑イレブン

おいしい国産野菜を全国で販売開始

伊藤名誉会長と御親族から
研修施設の建設に 70 億円の寄付

した。現行 ATMから

セブンプレミアム
「挽きたてコーヒー」
（缶）
各 190 ㎖ 98 円

9月5日、
セブン・ミールサービスでは、おいしい国産野

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

来の約半分に削減。さらに寿命の長い部品、
リサイク
ル可能な素材の使用等、環境への配慮が評価されま
第 3 世代 ATMへの

セブン＆アイHLDGS. はこのほど、創業者である伊

切り替えは、今後順
次行っていきます。

菜の宅配サービスを全国のセブン‑イレブンでスタートしま

藤雅俊名誉会長および御親族から
「グループの将来を

した。大根や白菜、ニンジンなど日常的によく使われる野

担う若い世代を育成する」
ことを目的に、70 億円の寄

菜を、
小分けや少量にカッ
トして販売します。注文は
「セブ

付を受領しました。この資金は、グループ企業が横断

表彰状を手にしたセブン銀
行の安斎隆会長
（中央）
。

ンミール」
と同様で、電話やインターネッ
トで受け付け、前

的に利用できる研修施設の建設に活用され、2012 年

日の午前 11時までの注文は当日の昼・夕に、200 円の

春から利用を開始する計画です。

宅配料で配達。店頭での受け取りも可能です。周辺に

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

食品スーパーが少ない地域でのセブン‑イレブンでは、
店頭販売にも取り組んでいきます。
フランスの大手メーカー、ア
ントワーヌ・ムエックス社と
組んだ
「セブンプレミアム
ボルドー AOC」赤・白
各 750 ㎖ 798 円

＊地域によって扱い商
品が異なります。

社名変更のお知らせ

「CSR Report 2010」を
発行

10月1日、アイワイ・カード・サービスは、社名
を
「株式会社セブン・カードサービス」に変更しま

10月12日、
セブン&アイHLDGS.
と海外を含む主要なグループ会社のCSR 活動について

した。アイワイカード、nanaco はこれまで通りお

まとめた
「CSR Report 2010」
を発行しました。同レポー

使いいただけ、カード名称、サービス内容ともに

トは、
ホームページでもご覧いただけます。

変更はありません。

http://www.7andi.com/csr/csrreport̲2010.html
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第6期

中間（第２四半期）報告書
2010 年 3 月 1日〜2010 年 8 月 31日

そごう・西武／セブン・カードサービス

セブン‑イレブン

そごう・西武の地下食品売場で
「nanaco」が利用可能に

クレジットカード決済を
さらに 4ブランド拡大

10月1日より、そごう・西武 25 店 舗＊の食品売場

2010 年 8 月 31 日をもちまして、
第 6 期第 2 四半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。

9月13日より、全 国のセブン‑イレブンで
「VISA」

でnanacoが利用可能になりました。そごう・西武のメン

「マスターカード」
「アメリカン・エクスプレス」
「ダイナー

バーズカード
「ミレニアムカード」
「クラブ・オンカード」
との

スクラブ」の4ブランドのクレジットカード決済の取り扱

併用が可能で、
メンバーズカードにより年間買上額に加

いを開始しました。今年 6月の「アイワイカード」
「JCB」

算されるとともに、nanacoポイントも付与されます。

の導入に続き、お買物の利便性を高めていきます。

＊nanacoのご利用は西武有楽町店、ロビンソンを除きます。

9 月 21日（火）そばうどん處七幅 弁天庵 落合店

●連結決算概要
2010年2月期 第2四半期

2011年2月期 第2四半期

前年同期比

前年同期比

2兆5,464億円

89.0％

2兆5,591億円

100.5％

9,682億円

81.5％

1兆320億円

106.6％

1兆189億円

95.8％

9,872億円

96.9％

4,531億円

91.6％

4,431億円

97.8％

フードサービス

460億円

84.0％

416億円

90.6％

金融関連

562億円

88.4％

547億円

97.3％

その他

170億円

100.0％

161億円

95.2％

△130億円

−

△159億円

−

1,181億円

79.8％

1,193億円

101.0％

989億円

89.9％

1,025億円

103.5％

スーパーストア

26億円

16.6％

34億円

128.4％

百貨店

11億円

15.3％

△10億円

−

フードサービス

△6億円

−

3億円

−

金融関連

156億円

114.0％

151億円

96.8％

6億円

65.2％

△4億円

−

営業収益
コンビニエンスストア
スーパーストア
百貨店

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
経常利益
四半期純利益
為替レート

△2億円

−

△5億円

−

1,184億円

80.1％

1,194億円

100.8％

436億円

64.7％

624億円

142.9％

US$1=95.59円

US$1=91.36円

1元

1 元 =13.35円

=14.05円
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店舗

東京都中野区東中野 3 ‑ 14 ‑ 15
座席数／46 席
9 月 22日（水）ヨークベニマル栃木祝町店

栃木県栃木市祝町 6 ‑ 28

7 月 22日（木）

店舗面積／1,994㎡

てまり拝島店
イトーヨーカドー拝島店 2 階

9 月 25日（土）そばうどん處七幅 弁天庵 西池袋店

座席数／36 席

東京都豊島区西池袋 5 ‑ 1 ‑ 10 江澤ビル1 階
座席数／27 席

てまり東大阪店
イトーヨーカドー東大阪店 2 階

9 月 29日（水）ヨークマート八千代台店

座席数／45 席

千葉県八千代市八千代台北 10 ‑ 24 ‑ 1
店舗面積／1,868㎡

アカチャンホンポ 和光イトーヨーカドー店
イトーヨーカドー和光店 3 階

東京都杉並区阿佐谷北 2 ‑ 13 ‑ 2
店舗面積／880㎡

店舗面積／1,332㎡

8 月 27日（金）アカチャンホンポ エスパ川崎店
エスパ川崎 3 階

10 月 7日（木）ぐーばーぐ東銀座店

第一厚生館 1 階

店舗面積／1,694㎡

9 月 7日（火）オッシュマンズ池袋店
西武池袋本店 8 階

10 月 15日（金）ヨークベニマル新荒巻店

宮城県仙台市青葉区荒巻本沢 2 ‑ 12 ‑ 1
店舗面積／2,124㎡

店舗面積／536㎡

9 月 11日（土）ぐーばーぐ武蔵小山店
東京都品川区小山 3 ‑22 ‑19

アカチャンホンポ 西武高槻店
西武高槻店 5 階 店舗面積／1,470㎡

座席数／48 席

9 月 17日（金）アリオ橋本

神奈川県相模原市緑区大山町 1 ‑ 22
店舗面積／45,000㎡

10 月 27日（水）ヨークマート東砂町

東京都江東区東砂 1 ‑ 3 ‑ 36

セブン＆アイ・フードシステムズ
による麺と甘味の店「てまり」。

8 月 20日（金）

10 月 1日（金）イトーヨーカドー食品館阿佐谷店

東京都中央区銀座 3 ‑ 14 ‑ 13
座席数／40 席

Open 情報

店舗面積／1,158㎡

イトーヨーカドー橋本店

11 月 5日（金）

店舗面積／15,000㎡

同時オープン

アカチャンホンポ 大宮宮原イトーヨーカドー店
イトーヨーカドー大宮宮原店 3 階
店舗面積／1,340㎡

橋本ロフト 店舗面積／ 970㎡
アカチャンホンポ アリオ橋本店 店舗面積／1,785㎡
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変化するニーズへの即応と
グループMDのさらなる強化に挑戦

末比１５４店舗増加の 万2907店舗と
なりました︒
北米においては︑ファストフードやプラ
イベートブランド商品の開発・販売に継続
して取り組んだ結果︑ドルベースの米国既

◉ 金融関連事業

10月12日よりスタートしたセブン イレブンのCMコンセプトは「近くて便利な
お店」
。さまざまな人の日常に寄り添うセブン イレブンをアピールします。

セブン銀行では︑引き続きＡＴＭ網の拡
大に取り組み︑2010年 月末時点の設
置台数は前期末比３０９台増の１万４８７
９台となりました︒一方︑主に法改正にと
もなう貸金業提携先のキャッシング取引件
数の減少により︑当第 四半期連結累計期
間中の１日１台当たり平均利用件数は
１１５・４件︵前年同期比０・７件減︶となり
ました︒
電子マネー﹁ｎａｎａｃｏ︵ナナコ︶
﹂の発
行件数は︑セブン イレブンにおけるキャン
ペーンが奏功したことなどにより︑前期末
比２１６万件増の１１９６万件と伸長しま
した︒
8

概況

売場の活性化と営業力の強化を図りました︒
また︑カード会員様向けの販売促進を積極
的に実施するなど︑消費マインドを高める
施策を強化しましたが︑とくに衣料品の売
上げが依然として弱含みで推移したため︑既
存店売上高伸び率は前年割れとなりました︒

1

2

別損失の減少により︑６２４億円︵同 ・９
％増︶となりました︒なお︑当期の中間配当
金につきましては︑１株につき 円とさせ
ていただきました︒

事業セグメント別概況
◉ コンビニエンスストア事業
国内では︑高齢化や働く女性の増加とい
った社会の変化に対応した﹁近くて便利なお
店﹂の実現に向けて︑質の高いファストフー
ド商品の開発に引き続き注力するとともに︑
グループのプライベートブランド商品﹁セブ
ンプレミアム﹂を中心とした頻度品の品揃え
を強化しました︒既存店売上高伸び率は︑
春先の天候不順による影響があった一方で︑
ファストフード商品の売上改善と猛暑に伴
うソフトドリンクなどの盛夏商材の売上伸
長により︑ほぼ前年並みとなりました︒な
お︑店舗数は2010年 月末時点で前期

存店商品売上高伸び率は前年を上回りまし
た︒また︑全体の売上高も主にガソリン単
価の上昇により︑前年同期に対して８・８％
増加しました︒
中国では︑北京市で 店舗︑天津市で２
店舗を展開しています︒
◉ フードサービス事業

当第 四半期連結累計期間における当社
を取り巻く環境は︑企業収益の改善傾向を
うけて︑個人消費に一部持ち直しの動きが
見られたものの︑頻度品を中心とした物価
の緩やかな下落が続くなど︑依然として弱
含みのまま推移しました︒
このような環境のもと︑営業収益は︑国
内のスーパーストアおよび百貨店事業の売
上げが伸び悩んだものの︑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上昇
に伴う売上伸長などにより︑２兆５５９１億
円
︵前年同期比０・５％増︶
となりました︒
営業利益は︑百貨店事業が減益となった
ものの︑国内コンビニエンスストア事業の
増益により︑１１９３億円︵同１・０％増︶と
なりました︒
また︑経常利益は１１９４億円︵同０・８
％増︶
︑四半期純利益は特別利益の増加と特

◉ スーパーストア事業

収益性の改善に向けた経費削減を進める
中︑レストラン事業部門において不採算店
舗を中心に 店舗を閉鎖しました︒また︑
主力アイテムのメニュー強化による既存店
の活性化や販売促進の強化により︑客数が
回復傾向にあったことに加え︑夏場の天候
が良好に推移したことから︑第２四半期の
既存店売上高伸び率は大幅に改善しました︒

次期の見通し

24
25

42

イトーヨーカドーでは︑カード会員様向
けセールを強化するとともに︑衣料品分野
における機能性肌着などのオリジナル商品
の開発・販売や食品を中心とした頻度品に
おいて値頃感のある品揃えを強化しました︒
これらの結果︑第２四半期における売上高
は改善傾向にありましたが︑消費者の節約
志向は依然として強く︑当第２四半期連結
累計期間では既存店売上高伸び率は前年割
れとなりました︒
食品スーパーにおいては︑
﹁セブンプレミ
アム﹂の積極的な販売や売場でのメニュー提
案の強化に取り組みましたが︑東北地方を
中心とした経済環境の影響などから︑売上
げは厳しいまま推移しました︒
中国では︑北京市に総合スーパー９店舗
と食品スーパー１店舗︑成都市に総合スー
パー４店舗を展開しています︒

28

28

7 月中旬に実施した
ハンバーグフェアで
は、イベント性とメ
ディアとの連動によ
る相乗効果で高い支
持を得ました。

‑

２０１１年２月期︵２０１０年３月１日〜
２０１１年２月 日︶の連結業績は︑営業収
益が前期比０・６％増の５兆１４００億円︑
営業利益が同５・９％増の２４００億円︑経
常利益が同４・４％増の２３７０億円︑当期
純利益が１２２・８％増の１０００億円を計
画しています︒
当期の期末配当金につきましては︑１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︑中間配当金と合わせ︑１
株につき 円を予定しています︒
28

56

◉ 百貨店事業
そごう・西武では︑最大の基幹店舗であ
る西武池袋本店を中心に︑店舗改装による

28

91
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決算概況

2011 年２月期
第２四半期

2

四半期連結財務諸表〈要約〉
● 四半期連結損益計算書

（

前第2四半期

自 2009年3月01日
至 2009年8月31日

営業収益

● 四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

）（

当第2四半期

自 2010年3月01日
至 2010年8月31日

）

ポイント
増減額

2,546,405

2,559,173

12,768

売上高

2,260,523

2,263,626

3,102

売上原価

1,662,214

1,685,037

22,823

598,309

578,588

△19,720

売上総利益
その他の営業収入

285,881

295,547

9,665

884,190

874,135

△10,054

766,052

754,803

△11,248

118,138

119,332

1,193

営業外収益

5,910

5,899

△10

営業外費用

5,584

5,821

237

経常利益

118,464

119,410

945

特別利益

1,614

8,540

6,926

特別損失

17,658

12,692

△4,966

102,421

115,259

12,838

営業総利益
販売費及び一般管理費
営業利益

税金等調整前四半期純利益
法人税､住民税及び事業税

52,976

53,451

475

△1,505

△5,653

△4,147

少数株主利益

7,262

5,032

△2,230

四半期純利益

43,687

62,428

18,740

法人税等調整額

営業収益：国内のスーパー
ストア及び百貨店事業の売
上が伸び悩んだものの、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
が上昇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：百貨店事業が減
益となったものの、国内コ
ンビニエンスストア事業が
好調に推移したことにより
増益となりました。

ポイント
四半期純利益：特別利益と
して受贈益を計上したこと
に加え、
特別損失が前第 2 四
半期に比べ減少したことな
どにより増益となりました。

（単位：百万円）
前期末

（2010年2月28日）

当第2四半期末

（2010年8月31日）

ポイント

増減額

資産の部
流動資産

1,460,186

1,465,329

5,142

現金及び預金

691,633

698,136

6,502

受取手形及び売掛金

119,627

128,006

8,378

営業貸付金

68,243

63,535

△4,707

有価証券

55,025

191,025

136,000

商品及び製品

158,889

151,883

△7,005

その他

366,768

232,742

△134,025

2,213,359

2,211,574

△1,785

有形固定資産

1,195,709

1,194,727

△981

無形固定資産

固定資産

297,531

285,409

△12,122

のれん

197,126

186,943

△10,182

その他

100,405

98,466

△1,939

投資その他の資産

720,118

731,437

11,318

差入保証金

438,028

430,449

△7,579

その他

282,089

300,987

18,898

繰延資産

58

95
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資産合計

3,673,605

3,676,999

3,394

前期末

（2010年2月28日）

当第2四半期末

（2010年8月31日）

流動負債

（

前第2四半期

（単位：百万円）

）
（

当第2四半期

）

増減額

1,263,370

1,238,179

支払手形及び買掛金

292,628

338,422

△25,190
45,794

短期借入金

151,200

142,700

△8,500

１年内返済予定の長期借入金

79,155

109,440

30,284

１年内償還予定の社債

20,385

200

△20,185

預り金

173,937

111,526

△62,410

銀行業における預金

185,745

200,742

14,997

自 2009年3月01日
至 2009年8月31日

自 2010年3月01日
至 2010年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

213,977

259,480

45,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113,880

△90,982

22,898

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,501

△15,621

31,879

360,319

335,147

△25,171

2,605

△1,443

△4,048

固定負債

616,293

665,597

49,304

55,201

151,434

96,233

社債

190,068

299,970

109,902

現金及び現金同等物の期首残高

663,483

717,320

53,836

長期借入金

244,470

195,324

△49,145

現金及び現金同等物の四半期末残高

718,684

868,754

150,069

現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額

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：
税金等調整前四半期純利益が 128
億円増加したことなどにより、前第
2 四半期に比べ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：
定期預金や譲渡性預金の預入による
支出が 380 億円減少したことなどに
より、前第 2 四半期に比べ支出が減
少しております。

財務活動によるキャッシュ・フロー：
自己株式の取得による支出が 472 億
円増加しましたが、当社において社
債の発行による収入が 1,096 億円
あったことなどにより、前第 2 四半
期に比べ支出が減少しております。
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負債合計

評価・換算差額等
新株予約権
少数株主持分

固定資産：セブン銀行にお
ける国債の取得などにより
投資有価証券が増加しまし
たが、7-Eleven, Inc. を連
結する際の為替レートが円
高になった影響やのれんの
償却などにより、全体では
減少しております。

流動負債：季節要因による
買掛金の増加や 1 年内返済
予定の長期借入金の長期か
らの振替などにより増加し
ましたが、前期末が休日だっ
たのに対し、当第 2 四半期
末が平日だったことにより、
セブン銀行の ATM で他行
口座への入金を行った際の
ATM 預り金が減少したこと
などにより、全体では減少
しております。
ポイント
固定負債：長期借入金は 1
年内返済予定の長期借入金
への振替などにより減少し
ましたが、当社における社
債の発行により、全体では
増加しております。

55,827

55,570

△257

125,927

114,732

△11,195

1,879,664

1,903,777

24,113

1,789,065

1,779,016

△10,048

ポイント

△67,097

△80,563

△13,465

721

985

263

純資産：四半期純利益の計
上に伴う増加に対し、配当
金の支払いや自己株式の消
却に伴う資本剰余金の減少
などにより、前期末に比べ
減少しております。

純資産の部
株主資本

ポイント

ポイント

増減額

負債の部

● 四半期連結キャッシュ
・フロー計算書

流動資産：前期末が休日に
対し、当第 2 四半期末が平
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）が減
少しましたが、有価証券に
計上されている譲渡性預金
が増加したことなどにより、
全体では増加しております。

71,251

73,782

2,531

純資産合計

1,793,940

1,773,221

△20,718

負債純資産合計

3,673,605

3,676,999

3,394
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株式の状況
（2010 年 8 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

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

886,441,983 株

株主数

99,292 名

大株主

伊藤興業株式会社………………………………………………………68,901

7.8 %

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

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）……………44,328

5.0 %

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）
…………………38,879

4.4 %

日本生命保険相互会社…………………………………………………20,664

2.3 %
1.9 %

〒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）

伊藤雅俊…………………………………………………………………16,811
三井物産株式会社………………………………………………………16,222

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 …15,288

1.7 %

ドイチェバンクトラストカンパニーアメリカズ……………………13,997

1.6 %

第一生命保険株式会社…………………………………………………13,777

1.6 %

三井住友海上火災保険株式会社………………………………………12,251

1.4 %

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。

（千株） （出資比率）

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）

● 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）
1（0.0％） 政府・地方公共団体

248（0.2％）
53（0.1％）

会社概要

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
386 名
（連結 52,348 名）

株式数（千株）

1,810（1.8％）

21（0.0％）
275,301（31.1％）

金融機関
金融商品取引業者

23,608（2.7％）
138,149（15.6％）

その他の法人

735（0.7％）

297,662（33.6％）

外国法人等

96,445（97.1％）

151,697（17.1％）

個人・その他

（2010 年8 月31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

所在地別株式分布状況
〈株主数〉
北海道 2.2％
中国 3.3％

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 惠および藤沼亜起の各氏は、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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四国 1.4％

その他国内

海外 0.8％

5.1％

九州 3.6％
東北 5.3％
中部

監査役
監査役

〈株式数〉

13.3％

海外

関東

32.6％

56.2％

関東

62.2％

近畿

13.9％
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