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イトーヨーカドー

2021年2月期 第1四半期決算概況

●農業を中心に生活してきた日本では、1年を24等分して細やかな季節の移

り変わりを日々の営みに活かしてきました。立春から始まり大寒で一年を締め

くくっているのが二十四節気、それらをさらに3つに分けて72等分したのが

七十二候です。表紙イラストでは、
「二十四節気・七十二候」にまつわる自

然の恵みをテーマにし、お客様の暮らしに寄り添うセブン＆アイグループであ

りたいという思いを表しています。

●秋号となる今号は、新暦8月7日頃から始まる立秋から11月6日頃に終わ

る霜降までの季節を象徴する動植物をモチーフとしています。山を鮮やかに
飾る紅葉や、咲き乱れるコスモス、爽やかな風になびくススキ……。目を見
張る美景だけでなく、秋はぶどうや柿など、自然の実りを満喫できます。

●季節の移ろいをより身近に感じ、四季折々の恵みを大切な人と分かち合う

ことで、暮らしがより豊かになる。そんな思いを込め、馬肥ゆる秋の情景を
描いてくださったのは、イラストレーターの本山浩子さん。版画のような温も

りある風合いと色使いで、季節の美しさと、自然と共生する尊さを表現して
いただきました。本山浩子さんのWEBサイト : mh-art.com
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今 般 の 新 型 コロナウイルス 感 染 症 拡 大 によ っ てお 客 様 の 日 常 生 活 が 大 き

く変容し、私たちのビジネス環境も一変しています。このような変化の中

で「ｗｉｔｈコロナ」を前提とした社会生活を考える際、①健康、安全・

安心な「食」の提供、②お買物から決済まで、先進のデジタル技術で人々

の生活を便利に、円滑にする「デジタルトランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ）」の推進、③お客様が商品を受け取る「ラストワンマイル」に関する

多様な選択肢といった課題の解決が必要であると言えます。

これらはいずれも、当社グループが成長戦略の柱として力を注いでいる

課題です。とりわけ、人口が集中する首都圏での安定的な「食」の提供に

ついては、この６月に首都圏の食品スーパー事業を統括する新会社「ヨー

ク」を発足し、立地環境に応じた柔軟な出店、商品供給体制の整備などを

戦略的に推進する体制を整えています。また、セブン‐イレブンでも、立

地環境に合わせた店舗レイアウトと品揃えの革新を進め、お客様ニーズの

変化に機動的に対応することで、お客様からご支持をいただいています。

さらに、ＤＸを支えるセキュリティ基盤の拡充やネットスーパー、ネット

コンビニなどラストワンマイルへの取り組みについても、グループ各社は

さまざまなテストを進め、着実に成果を上げています。

今回のコロナ禍での対応の中で、お客様の暮らしに寄り添い、お客様の

暮らしから発想することが、私たちのビジネスの原点であり、ビジネスの

サステナビリティ（持続可能性）を追求するうえでの基本であると改めて

痛感いたしました。当社グループはこの原点を大切に、
「ｗｉｔｈコロナ」

の時代も立ち止まることなく、お客様の暮らしになくてはならないグルー

プとして、豊かな生活体験の提供に向けて歩みを進めてまいります。
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セブン＆アイグループ
新時代へのアプローチ

節気

期間

立秋

8月7日頃〜

処暑 8月23日頃〜
白露

9月7日頃〜

秋分 9月22日頃〜
寒露 10月8日頃〜
霜降 10月23日頃〜

節気の解説

残暑が続きますが、流れる雲や朝夕に吹
く心地よい風で秋の気配を感じます。
夏の暑さはおさまり始め、朝晩に漂う涼
しい空気からは秋の到来を感じられます。
草花に朝露がつき始めます。気候もよう
やく秋めいて、月が美しく眺められます。
日が短くなり、秋の夜長に向かいます。
虫たちも冬ごもりの準備を始めます。
秋の長雨の後、冬鳥たちが渡ってきます。
木々が紅葉に染まり、収穫を迎えます。
朝霜が降り始め、晩秋に。木々の装いが
美しくなり、秋の彩りを感じられます。
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首都圏の

お客様の

肥沃なマーケットにおいて

多様なライフスタイルに

食を中心にグループシナジーを

対応したお届けサービスを

最大化

拡充

目指す未来

ラストワンマイル

グループシナジーで
お客様の暮らしに寄り添う

新時代 を 切 り 開 く
新たな 取 り 組 み を 推 進

今“生活の変容”が進み、大き

く生まれ変わろうとしている消費

マーケット。

セブン＆アイグループが進める

成長戦略は、これからの時代に求

められるお客様との接点の多様

化、そして豊かで快適なお買物体

験を広げる取り組みなど、新たな

生活様式に対応し、まさに時代の

変化をリードするものです。

今回は、その中でもグループの

力を結集して取り組んでいる「首

都圏食品戦略」と「ラストワンマ

イル」の対応についてご紹介。セ

ブン＆アイグループは、これらの

取り組みを通じてお客様の暮ら

しに寄り添う新時代の流通サー

ビスを追求しています。

首都圏食品戦略

セブン＆アイグループ

新時代へのアプローチ
日本の社会構造は大きく変化し、消費マーケットも生まれ変わろうとしています。

そのような新しい社会環境においてセブン＆アイグループは「暮らしになくてはならないグループ」になるために、
お客様の暮らしに寄り添う2つの戦略を推進しています。

お客様との接点の多様化と快適なお買物体験の提供
セブン＆アイグループでは、首都圏食品戦略とラストワンマイルの推進により、
お客様との接点の多様化、そして利便性の向上や健康、安全・安心など
お客様ニーズへの的確な対応を実現します。

お客様の意見を反映した
ネットの機能拡充

受取りサービスでお買物の利便性向上

ネットスーパーや宅配サービス

取りサービスを実施。多様な購買ニーズに応えていきます。

などにお客様の声を反映するこ

グループの各店舗のみならず、各種の外部施設でも商品の受

とで、より使いやすいサービス
へと進化させていきます。

宅配サービスによる
新規顧客の獲得

首都圏食品戦略

ラストワンマイル

子育てや介護などの理由で、
店舗に足を運ぶことが難し

いお客様に対しても商品を
お届けします。

地域ニーズに合った
お店づくり

生鮮食品や
惣菜などの
クオリティー向上

複数の店舗フォーマットを持つ
ことで、立地の特性や商圏の環

将来的に、セントラルキッ

境に合わせた戦略的な出店が可
能になります。

品質の安定した商品供給
プロセスセンターを開設することで、素材利用のノウハウを蓄

積。つねに安定した品質の商品を提供できる体制を整えます。

3

チンなどのインフラをグ

ループ内に持つことで、独
自商品の品質向上が見込
めます。
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グループ資産を最大化し
お客様のニーズに応える

“首都圏ならではの制約”を突破

グループシナジーを活かして

への対応力を高めた「融合型」と

イス型の良さを融合し、競合環境

る「プライス型」、標準型とプラ

た低価格と低コスト運営を実現す

ドーの「ザ・プライス」を承継し

クラスの「小型」、イトーヨーカ

の「標準型」、１５０～３００坪

らに店舗のバックルームの減積など

軽減や生産効率の向上も実現。さ

なるとともに、 店舗の作業負担の

化を図る独自商品の展開が可能に

料を一括して調達し、他社との差別

することで、 品質のすぐれた原材

クオリティーの高いインフラを構築

セントラルキッチンをはじめとした、

大し続けています。しかし、人口

心に首都圏の食品マーケットは拡

でも、人口流入が続く東京都を中

国内全体では人口減少が進む中

いう４つの店舗フォーマットを確

密集地なども多く、首都圏での店

次加工センターの新設、精肉など

集中化するセントラルキッチンや一

同時に、惣菜などの調理加工を

店づくりを通じて、 生鮮・惣菜を

て競争力を強化。これまで以上に

応、サービスの提供などを実現し

ニーズに合わせた品揃え、 価格対

統合することで、 個店ごとの商圏

きた売 場 づくりや販 売ノウハウを

す。 また、 グループ各 社 が培って

して柔 軟に対 応することができま

を通じて狭小な立地でも売場面積
を確保できるなど、出店条件に対

対応を進めていきます。

舗展開には店舗面積、コスト、雇
立することで、立地条件への柔軟
用などさまざまな制約があります。 な対応とお客様ニーズへの的確な
この中で、店舗数を増やし、お客
様との接点をさらに拡大していく
に は 、 狭 小 な 売 場 面 積 へ の 対 応 、 生産性の向上と高品質で
生 産 性 の 向 上 な ど が 不 可 欠 で す 。 店舗を支えるインフラ構築へ

ことで、この首都圏の食品マーケ の加 工・配 送を行うプロセスセン
ットへの対応を強化していきます。 ターや生鮮食品の物流センターな
主役とする「暮らし提案型」の食

セブン＆アイグループでは、グル

ど、 グループ各社 が磨きをかけて
品スーパーとして首 都 圏のお客 様

食品スーパー事業の中心となる株

この６月１日には、グループの

品スーパー事業の体制を構築する

ープシナジーを活かした新たな食

きた既存機能の共有化なども進め
の期待にお応えします。

４つの店舗フォーマット

地域のお客様の暮らしに寄り添う

ていきます。 専用工場ともいえる

式会社ヨークが発足。同社のもと
に、従来のヨークマート店舗、イ
トーヨーカドー食品館およびザ・
プライス店舗、コンフォートマー

供給インフラの構築

アジアを中心とした
簡便調味料の拡充

ケットなどを集約、運営する体制

Ｄ）
の開発

ランチ需要への対応

が誕生しました。これにより、こ

新規マーチャンダイジング
（

外国人の方が多く住むエリアの
食品スーパーとして、
中国や韓国、
タイ、ベトナムなどの調味料を
幅広く取り揃えています。

人材育成とオペレーション

品 揃 え豊かなワイン売場横に、
ローストビーフや生ハム、チーズ
などのおつまみ品を隣接し、食
提案とともに買いまわりを向上さ
せました。

れまでグループ各社が培ってきた

都市型のライフスタイルを志向す
る上質な商品を求められるお客様
が多いため、高級ワインやブラン
ド和牛の取り扱いを強化。併せて
レシピを提案するなど、さまざま
な売場づくりの工夫が施されてい
ます。また、新宿富久エリアはオ
フィスも隣接しているため、ラン
チ需要が高いのも特徴。そのニー
ズに対応して新しいMDも多く導

M

1
2
3
高所得層の多い地域特性に合わ
せ、精肉部では生産者指定のブ
ランド黒毛和牛の５等級を常時
品 揃 え、また天然本まぐろや季

食品スーパーの知見やノウハウを

ヨークフーズ新宿富久店で

的に進めていきます。

17

入しています。結果、オープン直

「ヨークフーズ 新宿富久店」の売場づくり

結集し、５００～６００坪クラス

「ザ・プライス」の品揃えを承継

成長の兆しが見えた

４つの店舗フォーマット

店舗フォーマットを使い分け
した「プライス型」、低コストの

ポイント

柔軟な 出 店 が 可 能 に

都市部の標準型店舗の実例と

型」の つ。これらを使い分けて
して、今年６月 日に開店した
多様な商圏を持つ首都圏において、 「ヨークフーズ 新宿富久店」では、

店舗運営を組み合わせた「融合

標準モデルを踏まえた 500 ～
地域のお客様ニーズを捉えた「暮

ヨークが推進する新たな店舗

6 0 0 坪 ク ラ ス の 「 標 準 型 」、
らし提案型」の店舗づくりを機動

フォーマットは、ヨークマートの

150 ～ 300 坪クラスの
「 小 型 」、 イ ト ー ヨ ー カ ド ー の

▪標 準型とプライス型の融合型
▪生鮮食品の上質さを訴求
▪お買得品の打ち出し
▪イトーヨーカドーの「ザ・プ
ライス」を承継
▪独 自仕入れによる低価格の
実現
▪低コストの店舗運営を追求

4
ワインとおつまみ品の強化

入口近くにインストアベーカリー
や惣菜・お弁当売場をレイアウト。
さらにお客様がスムーズにお買
物ができるよう、惣菜売場にセ
ルフレジが隣接しています。

4

4 融合型
3 プライス型

4
5

つの店舗フォーマット

4
ヨークが展開する

上質な生鮮食品の取り揃え

節に合わせた高級果実などの高
級食材を品揃え。

1

▪150～300坪の店舗
▪立地特性に合った売場・品
揃えで集客力を強化
▪省人化で生産性を向上
▪500～600坪の店舗
▪お 魚惣菜やタルトなど新規
MD導入
▪ベーカリーなど中食の強化

後から多くのお客様にご好評をい

詳しくは動画でも！

ただいています。

セブン＆アイグループが推進する
「首都圏食品戦略」
（株）ヨーク誕生

2 小型
1 標準型

「首都圏食品戦略」
の
4つのポイント

首都圏食品戦略

暮らしになくてはならないグループへ

新時代のセブン＆アイ

新時代のセブン＆アイ
暮らしになくてはならないグループへ

ポイント

供給インフラの整備は
出店戦略にも効果的

供給インフラの構築

グループのインフラを活用し
供給インフラを整備

市部では、
エリアごとのニーズにもきめ細

多様なライフスタイルを持つ方が多い都

や惣菜調理を店内のバックヤードで行い、
かく対応することが必要です。差別化しに

現在、
ヨークの店舗では生鮮食品の加工
一部の商品は、
外部企業に委託またはグル
くいものでも、
グループ内のインフラであ

このように、インフラ整備は都市部への

ため、出店可能エリアが広がります。

面積が狭くても売場面積の確保ができる

で安定的に提供することができます。店舗

合った魅力的な商品を最適なタイミング

インフラが整備されれば、お客様ニーズに

ードや品揃 えに課題がありました。供給

を確保することが難しく、商品の提供スピ

などをするバックヤードに充分なスペース

また、都市部の小型店舗では、調理加工

品に反映でき、
工程も最適化できるのです。

れば、
こだわりの素材や独自の調理法を商

ープ会社から供給を受けています。
そのた
め、作業工数を減らすことが難しく、人手
を要していました。
一方で、
福島県を中心に店舗を展開して
いるヨークベニマルは、子会社で惣菜、寿
司などを製造、
販売するライフフーズと連
携し、製販一体となって、高品質のオリジ
ナル商品を低コストで開発。
お客様のニー
ズに対応するだけでなく、
効率にすぐれた
サプライチェーンを構築しています。
ヨークでは、
こうしたヨークベニマルの
ノウハウや、
グループ企業のインフラも活
用、整備することで、より高品質で効率的

お客様
販売拠点

魚肉の旨味が、人気商品となって

います。また、５００度の高温専
用窯によって短時間で店内で焼き
上げる本格的な窯焼きピッツアも
人気を博しています。
また、パエリアなどのメニュー
の食材をパッケージした「ミール
キット」は、「withコロナ」時

各店舗へ供給

生鮮センター
常温センター

イトーヨーカドー
ネットスーパー

新しい店舗フォーマットを構築
し、新しいインフラを整備して
も、「人の力」がともなわなけれ
ばお客様に支持される売場づくり
を実現することはできません。
たとえば、新規MDを高品質で
提供するには従業員の技術力が求

設 立に先 駆けてオープンしたヨー
クマート中町店、
そしてヨークフー
ズち は ら 台 店 や 新 宿 富 久 店 で も

回の研修会も開催しています。

されたテストキッチンでは、毎月

を実施。さらにヨーク本部に設置

オープン前から徹底した調理研修

人材育成とオペレーション

食品スーパーマーケット

味わえないふっくらとした食感と
「
理想の売場をつくる」ための
オペレーションを徹底

ポイント

供給インフラ
共有

代における内食需要に応えて提案。 められます。 そのため、ヨークの

というお客様にご好評いただいて
います。

「製販一体」のMD・デリカ
製造によって、店舗の販売
機能も強化されます。

販売強化
独自の供給体制をつくることで、
サプライチェーンが高効率化さ
れます。

総合スーパー

セントラルキッチン

な商品づくりと、
高効率な供給体制を実現

まさに「飛ぶように売れる」！
ヨーク自慢の商品力
ヨークでは、生鮮食品の強みを
活かしたオリジナル商品の開発を
強化しています。
ヨークの生鮮食品は、仕入れ担
当者が産地に赴き、自信を持って
おすすめできる高品質の生鮮商品
を仕入れています。生鮮食品売場
に並ぶ商品と同じ新鮮な素材を使

まいります。

アイワイ
フーズ

出店のカギになるのです。

セントラルキッチンでは、プロセスセン
ターの処理で生じる原料の端材も余すこ
となく活用できます。調理が効率的にな
るだけでなく、製造過程で発生してしま
う廃棄する食材の量も抑えられます。

新規マーチャンダイジング
（ＭＤ）
の開発

食品ロスを
抑えられる

用 し た 手 作 り サ ラ ダ や デ ザ ー ト 、 「手軽で贅沢な内食を実現したい」
お魚惣菜を店内で製造。たとえば

で販売するメニューの提案や食のトレンドを教わるなど、

します。

ポイント

メリット１

一流レストランのシェフを招き、
本物の調理技術と知識が生み出
す味を学ぶ場となっています。
また、ヨークではエリアごと
にモデル店舗を選定し、実際の
売場で標準・基準となる陳列や
売場づくりを実現。他の店舗が
これに学び、オペレーションの
向上を進めています。

6
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メリット3
さらなるマーチャンダイジングのレベルアップを図って

アジフライでは、冷凍のアジでは

キッチンです。一流シェフや料理専門家を招き、店舗

合理化
ヨークでは調理スタッフの技術力の向上に力を入れているだけでなく、
作業の標準化や2S（整理・整頓）など生産性の向上にも努めています。

質の高い商品の提供には、精肉加工や調
理技術を習得した従業員を全店に配置す
る必要があります。セントラルキッチン
では従業員を集約して、高品質な商品を
安定的に供給することができます。

試作の場となるのが、ヨーク本社に設置されたテスト

1

調理技術を
安定的に高められる
惣菜や「ミールキット」などのヨークオリジナル商品の

供給体制

2

３つのメリット

3

プロセスセンター
産地直送の新鮮な
生鮮食品を取り 揃
え、つねに最高の
売場でお客様をお
もてなししています。

メリット2

  商品開発を支える
テストキッチン

4

自社インフラならノウハウの蓄積が可能。
商品開発や改善のための「財産」として
活用できます。

自営のベーカリー売場では、高品質ながらコス
トを抑え、リーズナブルな価格で提供。

首都圏食品戦略を支える供給インフラ
社員の料理に対する知識を深める目的でもテストキッチンを活用して
いく予定です。

グループのノウハウを
活用できる
店内で手作りしているお魚惣菜は、
お客様の中食・ 「ミールキット」は、満足できるボリューム感で、
内食需要にお応えし、品揃えを拡充。
ヨークならではのヒット商品。

供給インフラを共有する

ラストワンマイル

暮らしになくてはならないグループへ

事業を横断する取り組みで
消費の変化に対応する

新時代のセブン＆アイ

イトーヨーカドーネットスーパー
購入・配達をさらに便利にリニューアル
多くのお客様にご利用いただいているイトーヨーカドーネット
スーパーのサイトが7月29日にリニューアルしました。従来は
「通
常注文（当日・翌日）
」のみでしたが、今回のリニューアルで「事
前注文（3日～最大7日先まで）
」を追加しました。また、お客様
が選択する「日」
「便」ごとに配送料が変わる「配送料ダイナミッ
クプライシング」を導入。お客様の利便性を向上させるとともに、
これまで夕方に集中していた配送を平準化します。さらに、購入
頻度の高い商品を自動的に登録し、商品受取り店舗を自由に選
択できるといった新機能を追加。注文の流れもお客様の声を反
映してリニューアル、商品を選ぶ前に最初に配送する便の時間帯
を選択することで、ゆっくりとお買物を楽しんでいただけるように
なりました。

品をお届けするラストワンマイル

お客様が希望する日時と場所に商

とを前提とした販売だけでなく、

は、店舗にお客様をお迎えするこ

す。こうした問題を解決するに

負担を感じるお客様も増えていま

あって、お買物に出かけることに

のお買物場所も遠ざかる傾向に

の減少が続き、ふだんの生鮮食品

す。また、商店街など身近な店舗

割けない理由が数多く生じていま

の生活には日常のお買物に時間を

仕事、子育て、介護など、現代

は、ネットスーパーの専用拠点を

パーに大きな需要がある首都圏で

ています。さらに、ネットスー

化を追求して利便性の向上を図っ

渡し形態の多様化や配送の合理

どのテストも開始するなど、受け

取りや店頭ドライブスルー方式な

ブン店頭や保育園での商品の受け

ボックスを利用したセブン イ
-レ

ルを実施。また温度帯別の受取り

化を目指して、７月にリニューア

ビス内容の拡充とニーズ対応の強

スーパーは、よりいっそうのサー

てサービスを展開してきたネット

買物体験を提供していきます。

の接点を強化し、便利で豊かなお

ビスを実現することで、お客様と

推進し、安全・安心、快適なサー

ます。さらにグループシナジーを

にサービス体制の整備を進めてい

ていくことで、よりスピーディー

し、外部企業とも積極的に連携し

クやデジタルインフラなどを活か

２万２千店舗を超えるネットワー

に、セブン＆アイグループの国内

事業インフラを活用するととも

ループ各社がこれまで培ってきた

いずれも、店舗、物流網などグ

パエリアなどのオリジナルメニューも展開。今後は洋食以外のメ
ニューを提供することも検討しています。
また、エリア内のデニーズ店舗においてはピークタイムにおけ
る宅配とテイクアウトの負担がなくなることで、店舗オペレーショ
ンの改善が見込めます。
「イトーヨーカドー とくし丸 1号車」は冷蔵機能を備えた軽車両で、
東京都八王子市を中心としたエリアを巡回して商品を販売します。

9

タートしています。たとえば、イ

への対応が不可欠です。

設置するなど、より柔軟な対応に

ての料理をお届けすることが可能となります。宅配専用店舗では、

グループ各社による
多彩なサービス展開が加速

セブン＆アイグループでは、成

向けた体制づくりも計画していま

今回、宅配専用店舗を設けることで、宅配調理に集中し、注
文からお届けまでの時間を短縮して、よりスピーディーにできた

グループのサービス基盤を
活かして、利便性の向上、
配送の合理化などを実現

長戦略の柱としてこのラストワン

す。また、セブン イ
- レブンが取

います。

トーヨーカドー各店舗を拠点とし

マイルへの対応を着実に進めてい

り組む「ネットコンビニ」も、従

来テストを進めてきた広島および

ます。

グループ各社では、イトーヨー

北海道地区に加え東京都内にも

もなう外出自粛の影響もあり、デリバリー需要がさらに高まって

カドーのネットスーパー、セブン

アリングデリバリーの普及や新型コロナウイルス感染症拡大にと

テスト地域を拡大するなど、サー

単身世帯や働く女性の増加などの社会情勢の変化に加え、
シェ

あんしんお届け便、セブンらくら

いる宅配注文をすべて調理し梱包、お客様にお届けします。

ビス実験を加速させています。さ

11日に東京都品川区の既存店舗を改装し、宅配専用店舗をオー
プンしました。この店舗では、周辺のデニーズ9店舗で対応して

くお届け便、セブンミールの配食

セブン＆アイ・フードシステムズが展開するデニーズでは、5月

らに、デニーズでは、店舗の調理

一括調理で、より速くお届け可能に

サービスなど、これまでも多様な

デニーズ

機能を活かしたテイクアウトとと

込みも簡単に。

お届けサービスを展開してきまし

店舗ごとに割引。非接触お届けの申

もに、この５月からは専用キッチ

送料ダイナミックプライシング」で

簡単に一括購入ができます。

た。これに加え、今年度にはサー

円を上限に、受注の少ない便は「配

にある食材を外していくだけで、

ンによる宅配サービスのテストも

注文（当日・翌日）の配送料は330

な材料が一覧表示。そこから自宅

ビスのリニューアルや新たなサー

スマートフォンアプリ。現在、通常

レシピを選択すると、調理に必要

スタートさせています。

イトーヨーカドーネットスーパーの

が短縮できます。アプリ内にある

ビスのテストなども相次いでス

「レシピ」機能を活用して買物時間

イトーヨーカドーネットスー
パーは、パソコンでもスマー
トフォンでも利用できます。
食品や飲料をはじめ、キッ
チン用品やコスメ、医薬品、
衣料品、ホビーに至るまで
多種多様な商品を豊富に取
り揃えています。

8

北陸・新潟エリア
食材 ホタルイカ、白えび

富山県

商品 おにぎり、パスタなど

ホタルイカ、白えび

セブン - イレブン

セブン&アイグループのサステナビリティ

食品ロス問題を
「地域商品」販売で解決

ワタシたちのミライへつなげる

地域の食を応援する取り組みの一環として富山県と漁協組合
のご協力をいただき、富山県を代表する食材であるホタルイ

地域の食材を使おうプロジェクト

北海道エリア

カと白えびを使用した2商品を開発。
「富山湾産ホタルイカの

ペスカトーレ」
「白えび天おむすび（富山湾産白えび使用）
」を、
北陸3県と新潟県内のセブン - イレブンにて順次発売しました。

セブン&アイグループは、
全国の生産者や食を応援しています

食材 帆立
商品 おにぎり、惣菜など

セブン - イレブン

「富山湾産ホタルイカの
ペスカトーレ」

本取り組みと
SDGsの関係

「白えび天おむすび
（富山湾産白えび使用）
」

セブン＆アイグループでは社会と自然環境の課題に向き合い、より
良い明日を目指して活動しています。その中から、今回はコロナ禍に

「消費応援！ こだわり
おむすび北海道産帆立」

おける食品ロス問題への取り組みを紹介。まだ食べられるのに捨て
られてしまう食品をなくすためのプロジェクトを立ち上げました。
を締結し、地産地消や子育て・高齢

自治体と「地域活性化包括連携協定」

セブン＆アイグループは、
全国の各

緊密に連携して迅速に対応。食材の

は一刻を争うため、社内の各部署が

回の食品ロスや地域の皆様のお悩み

の審査を行っています。しかし、今

は、充分な時間をかけて安全性など

りました。セブン イ
- レブン・ジャ
パンでは厳格な品質管理を徹底する

者支援、観光振興、防災、環境保全

特性や供給量に合わせた商品開発を

ため、通常初めてお取引をする場合

などの活動を地域社会とともに推進

地域の魅力的な食材を守り
多くのお客様に届けるために

しています。そうした中、新型コロナ

エリアを選定することで、失われる

ウイルス感染症の拡大にともなって、 迅速に進めるとともに、最適な販売

休校による給食の停止や、外出自粛

を多くのお客様にお届けできました。

こうした取り組みが実現した背景に

による外食需要の減少などの影響で、 可能性があった地域の魅力的な食材

食材が使用されずに廃棄される「食

品ロス」が問題となりました。

イ
- レブン・ジャパンでは、 は、これまでにセブン イ
- レブン・
月から消費が低迷している秋田県
ジャパンが培ってきた地域との絆、

セブン

商品開発力、販売力があります。

『地域の食材を使おうプロジェク

11

の特産品「比内地鶏」の商品化を開

ト』では、 アイテム（2020年

月

始しましたが、日頃から連携してい

月末時点）を商品化。また、

には九州を代表する銘菓を九州全

6

る各自治体でも秋田県と同様、コロ

ナ禍による消費の低迷にともなう食

品ロスの問題が発生していました。

商品 調理麺

小豆島そうめん

セブン - イレブン

方々に「富里のスイカ」をご賞
味いただけました。

埼玉県

「小豆島手延べそうめん (島の光使用)」を四国4県と中国エリ
アの一部セブン - イレブンにて6

彩の国黒豚

「富里のスイカ」

イトーヨーカドー

埼玉県のトップブランド農産物に認定されている「彩の国黒豚」
。

地域食材関係者からのお便り

『比内地鶏肉！
親子丼』

協業に感謝しています！
コロナ禍によって多くの産品が影響を受け

ましたが、とりわけ比内地鶏は注文がほとん

秋田県農林水産部

月9日から発売しました。
本商品は、

従来、県内のイトーヨーカドー

ど途絶えました。県では秋田が誇る比内地

して、ご好評いただいていました

が、5月25日から取り扱い店舗

需要が減少している生産者様を応

埼玉県のご協力のもと、「彩の

的とした緊急支援を決定しました。そのタイミングで、地域活性化包
括連携協定を結んでいるセブン - イレブン・ジャパン様から比内地鶏

を使用した弁当を開発したいと、願ってもない申し出をいただき、今回

食と生産者様を応援しています。 「彩の国黒豚」のチルド生肉各種

いただき、がんばる力が湧いた」という声が寄せられています。

2019年も四国4県と岡山県で販売

2店舗のみで販売していました

が、2020年は外出自粛などにより

を埼玉県内の計8店舗に拡大。

援するため、販売エリアを拡大し、 「小豆島手延べそうめん

国黒豚」の消費を促し、地域の

販売時期を前倒ししました。

11

7

7

3

トで販売できたことで、全国の

食材 小豆島手延べそうめん（島の光）

香川県

県のセブン イ
「支
- レブンで販売する
え合おう！九州」企画を開催しまし

予約販売を実施。インターネッ

四国エリア

5

そこで、各地域で供給過多になっ

イトーヨーカドーネット通販で

ている食材を活用して生産者と事業

店頭販売だけでなくomni7内の

た。イトーヨーカドーでもコロナ禍

ていたイベントの中止を受け、

者の皆様を応援することを目的に、

富里市。コロナ禍で例年多くの方々にスイカを楽しんでいただい

で大きな影響を受けた産地の生鮮食

スイカの収穫量が全国2位の千葉県の中でも随一の生産量を誇る

各地域食材の販売活性や商品化をす

商品 おにぎり、調理麺など

品の販売をするなど、グループを挙

商品 弁当など

イトーヨーカドー

げて地産地消、食品ロスの削減への

食材 大葉、飛騨牛、真鯛

富里のスイカ

る『地域の食材を使おうプロジェク

食材 九州産黒毛和牛

千葉県

ト』を立ち上げました。同プロジェ

東海エリア

九州エリア

取り組みを推進しています。今後も

商品 生鮮食品、おにぎり、弁当、カップ麺など

月にスタート、日本全国に

食材 赤城牛、霜降高原牛、奥久慈しゃも

を続けていきます。

関東エリア

クトは

商品 おにぎり、弁当

当社グループは地域の皆様とともに、

食材 比内地鶏、仙台牛

持続可能な社会の実現に向けて挑戦

東北エリア

規模を拡大し、各地域で取り組みを

商品 スイーツなど

推進しています。

「消費応援！ 道産帆立
のバター醤油焼き」

食材 蒜山ジャージー牛乳

一方、プロジェクトには課題もあ

中国エリア

（島の光使用）
」

鶏ブランドを守るため、新たな販路開拓を目

部長 佐藤幸盛さん

の取り組みが実現。生産者様からは「多くの方に比内地鶏を味わって

『比内地鶏肉！
炭火焼鳥丼』

『厳選米おむすび
炭火焼き比内地鶏』

10

セブン アイHLDGS．

セブン アイHLDGS．

24

セブン アイ
HLDGS．

「TCFD」
提言に沿った
活動状況を
開示

会の持続的な発展と、企業が自らの
けた指標の検討や、情報インフラの

ESG情報開示のさらなる発展に向

当社は、研究会に参画することで

（以下、TCFD

候関連財務情報開示タスクフォース

どに関する分析・開示を求める「気

変動が事業に及ぼすリスクや機会な

セブン & アイ HLDGS ．は気候

価値を高め成長することを調和させ

整備を通して、ESGに取り組む当
）」 の 提 言 に 沿

る仕組みの創造をめざし、
ESG（環

. の 2019 年度
※ セブン & アイ HLDGS
「TCFD」提言に関する詳細は、左記URLをご
参照ください。

ルダーの皆様にお伝えします。

にグループの取り組みをステークホ

動問題への対応力を向上し、積極的

「TCFD」提言を活用して気候変

ーシアム」にも参加しました。

ために設立された「TCFDコンソ

が一体となって取り組みを推進する

「TCFD」
提言に賛同する企業など

「TCFD」
提 言 に賛 同 。 あ わ せ て

には情報開示が必須と考え、

クホルダーの皆様との信頼関係構築

変動問題が深刻化する中で、ステー

セブン&アイグループでは、気候

※

境・社会・ガバナンス）情報開示に

上を目指します。
研究活動の期間は
る予定です。

果はホワイトペーパーとしてまとめ

年間。研究成

った活動状況を開示しました。

セブン & アイ HLDGS ．は、社

&

社グループのさらなる企業価値の向

「ESG情報開示研究会」
に参画しま

近年、資本市場において、環境・

した。
社会・ガバナンスの観点で投資判断

おり、ESGに関する情報開示や、ス

評価を行う ESG 投資が活発化して
テークホルダーとのエンゲージメン
ト（対話）を効果的かつ効率的に行
うことが課題となっています。研究
会では、当社に加えて国内企業や国
内外の機関投資家、四大会計事務所
グループの専門家などが参加。
ESG
情報開示のあり方を多様な視点から
検討し、実務に活用可能なフレーム
ワークの作成を目指し、机上での検

3 月 18 日

1

セブン アイ・フードシステムズ

全に役立てていただきます。

多布湿原ナショナルトラスト」に寄付。環境保

要な湿地を保全する団体「認定 NPO 法人 霧

収で得られた収益金は、水鳥の生息地として重

常設し、羽毛の回収促進を目指すものです。回

ットの回収の仕組みをイ ト ー ヨ ー カ ド ー 内に

今回の取り組みは、羽毛布団やダウンジャケ

全国のイトーヨーカドーで開始しました。

Project」に参加。羽毛回収サービスを

イトーヨーカドーは「Green Down

https://www.7andi.com/csr/tcfd.html

羽毛商品回収「Green Down Project」
に参加

イトーヨーカドー

1

2

関する研究活動を行う一般社団法人

に沿った実証まで行う予定です。

民間企業 社で構成する
「ESG情報開示研究会」に参画

&

討に留まらず、実際の情報開示業務

「セブンプレミアム カフェラテ」シリーズをリニューアル

品をリニューア

セブン&アイHLDGS．の「セブンプレミ
アム カフェラテ」シリーズ
ルしま し た 。
香りの良さを引き立てるため、
シリーズそれぞ
れの味わいに合わせて一部の豆の焙煎をやや浅煎

環境面では、シリーズのうち 品は容器も見 直

りに変更。 豆のブレンド比率も見直しました。

し 、プラスチック使 用 量を従 来の容 器と比べ約
% 削 減 。 これからもおいしさを追 求すると

ともに、環境負荷低減に取り組んでいきます。

セブン アイHLDGS．

約500施設をライトダウンしました。この取
り組みは、世界中の人々が同じ日・同じ時刻に
電気を消し、地球温暖化防止と環境保全の意思
を示すというもの。セブン & アイグループは、
豊かな地球環境を未来世代につなぐため、お客
様とと も に 環 境 へ の 取 り 組 み を 推 進 し ま す 。

6 月 30 日
社会・環境活動

7 月 7日
企業情報

01
CLOSE UP

02
CLOSE UP

全従業員の就業時間内禁煙を実施
セブン&アイ・フードシステムズはすべて

月に策定された「セブ

の従業員を対象に就業時間内の禁煙を実施し
ました。2019 年

月からの改正健康増進

き、従業員の禁煙への取り組みを検討してき

ン&アイ・健康宣言 NEXT」の方針に基づ
ました。2020年

法施行に基づいて全面禁煙（敷地内禁煙）を
実施すると同時に、従業員の就業時間内禁煙
を行い、お客様へのさらなる快適な空間の提
供と、従業員の健康増進を実現しました。

「Green Down
Project」は「羽
毛循環サイクル
社会」実現のた
めに設立された
プロジェクトです。
店内ポスターの
快適空間宣言。

「EARTH HOUR 2020」
に参加
セブン&アイHLDGS．はWWF主催の世
月 日の 時

界最大級の環境アクション「EARTH
HOUR 2020 」に賛同、

20

&

「令和２年７月豪雨 」で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

分～ 時 分の間、セブン&アイグループの

28

社会・環境活動

「令和2年 7月豪雨」で被災された皆様の復旧・復興を願い、支援募金を実施しました。セブン - イレブンをはじ
めイトーヨーカドー、そごう西武など全国のグループ各店（22,027店）の店頭募金およびWEB受付による募金
活動を実施。第1次受付期間は7月6日～ 19日の14日間、第2次受付期間は7月20日～ 8月2日までの14日間で
した。第1次受付で集められた義援金6,109万6,027円は熊本県や福岡県など被災した5県にお届けしました。
6
4

3

12
13

30

4 月1 日
企業情報

グループ各 社の 2 0 2 0 年 3 月～7月の 注目ニュースをお届けします
&

&

21

10

4

30

新容器では、フィルムをかぶせることなく品質保持
とデザインの直接印刷が可能になりました。
イトーヨーカドーでは対象店舗の塔屋を消灯しました。

NEWS & TOPICS
10

3 月 17日
社会・環境活動

3 月 28 日
社会・環境活動

NEWS & TOPICS
OPEN情報

イトーヨーカドー

回からあげ

セブン アイHLDGS．

「セブンプレミアム」菓子に初めて紙パッケージを採用
セブン&アイHLDGS．は「セブンプレミ

月
日からは

アム」から発売する大袋菓子に初めて紙パッケ
ージを採用しました。また、

品に紙製の容器を採用。プ

「セブンプレミアム ゴールド」のカップタイプ
のアイスクリーム
ラスチック使用量を従来品より約 割の削減を
見込んでいます。今後もさまざまなカテゴリー
での紙パッケージ採用を順次拡大。さらなる環
境配慮を進めていきます。

セブン︲イレブン

チルド弁当の定番商品 品の容器本体を紙製に変更

セブン︲イレブンは、
「チルド弁当」 品につ
今後、
この取り組みを全国に拡大することで本年

いて、
容器本体をプラスチック製から紙製に変更。
度において約800トンのプラスチック使用量削
減を見込んでいます。これまでも、2019年
材「PHBH®」紙製に切り替えるなど、セブン

月より「セブンカフェ」のストローを生分解性素

株式会社ヨーク

イトーヨーカドーの唐揚げ惣菜が 最高金賞 を受賞

日の「第

イトーヨーカドーの「北国ハーブ育ち鶏あご
出汁唐揚げ」が、 月
グランプリ®」で最高金賞を受賞しました。
この商品は、北海道の恵まれた環境の中、ハ
ーブ入りの飼料で飼育した鶏肉に、アゴ・かつ
お節と昆布出汁を使った調味料を店内で揉み込
むなど、こだわりの調理法で仕上げました。鶏

日か

肉本来のおいしさをしっかりとした味付けとと
もに楽 し ん で い た だ け る 唐 揚 げ は 、 月
ら全国 の イ ト ー ヨ ー カ ド ー で 販 売 し て い ま す 。

セブン︲イレブン

『カラダへの想いこの手から』に「高たんぱく質」シリーズが登場

『カラダへの想いこの手から』シリーズは、レタス
個分の食物繊維量 が摂取できる食材を使用し

た商品など、
「安全・安心 、健康」
にこだわった商品
にロゴを添付しています。今回、同シリーズにたん
ぱく質を積極的に摂取したいというニーズにお応
たんぱく質は筋力増強や健康的な髪や肌の維

イトーヨーカドー食品館からヨークフーズ新宿富久店へ
とリニューアルオープン

えする
「高たんぱく質」シリーズを追加しました。

＆アイグループの環境宣言『GREEN

6/17

商品は消費

イトーヨーカドー食品館からヨークフーズへと14店舗リニューアル
ザ・プライスからヨークプライスへと5店舗リニューアル

持にも有効とされ、今回発売した
CHALLENGE 2050 』で、掲げた「プ
ラスチック対策」を推進していきます。

6/5

者庁の食品表示基準による「高たんぱく質」の表

ヨークフーズちはら台店がオープン

示基準を満たした商品です。

セブン アイHLDGS．

5/13

セブン︲イレブン

新会社情報

レジ袋有料化にともなうグループ各社の取り組み
セブン&アイグループでは、これまで一部店

ヨークOPEN情報

セブン︲イレブンは全国のセブン︲イレブン店

舗でのレジ袋有料化やバイオマス素材の採用な
どレジ袋の使用量削減に取り組んできました。
日からの一部例外を除いたプラスチッ

コスメロフト nonowa 国立店
東京都国立市北1-14-1 nonowa 国立 EAST 1F

舗に設置されている「マルチコピー機」を通じ

月

6/27

て、三井住友海上あいおい生命保険の「ガン保

10

ク製レジ袋の有料義務化にともなって、さらな

デニーズ名古屋鳴子店
愛知県名古屋市緑区鳴子町3-49-23

険」の 取 り 扱 い を 開 始 し ま し た 。

4

る削減と環境負荷低減を目指して、グループ各

6/25

この商品は、セブン︲イレブンが取り扱いを開

豊崎ロフト
沖縄県豊見城市豊崎3-35 イーアス沖縄豊崎 3F

始して以来、ご好評をいただいている つの保

19

8

社でレジ袋の無料配布を終了しました。マイバ

6/19

険に続く 商品目。ガン保険の販売はコンビニ

6/5

デニーズ大塚駅前店
東京都豊島区北大塚1-16-5
パークアクシス大塚ステーションゲートタワー 3F

6/8

麴町珈琲江ノ島店
神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-17

6/9

オッシュマンズ原宿店
東京都渋谷区神宮前1-14-30
ウィズ原宿 1F・M1F・2F

6/11

MODERN WORKS 福岡店
福岡県福岡市中央区警固1-15-38
CAITAC SQUARE GARDEN West side 2F

6/12

ライカムロフト
沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地
イオンモール沖縄ライカム 1F

「セブンプレミアム 4種の味わいケーキアソート」
。
側面に
『GREEN CHALLENGE 2050』
のロゴを掲載。

5

4

ッグの利用推進やオリジナルエコバッグの販売

静岡県静岡市駿河区中吉田15-9

エンスストアでは初 ※となります。

Francfranc BAZAR 横浜ベイサイド店
神奈川県横浜市金沢区白帆5-2
三井アウトレットパーク
横浜ベイサイドBブロック 1F

セブン - イレブンでは環境配慮型レジ袋5種を3～
5円(税抜)で提供しています。
株主および持株比率

2

などを通じ、お客様と一緒にできる環境への取

資本金

&

6/4

り組みを実施していきます。

代表

2020年6月1日
大竹正人
30億円
セブン&アイ HLDGS. 100%
設立

4 月 20 日

太陽のグリル武蔵小山店
東京都品川区小山3-15-1
パークシティ武蔵小山ザモール 3F

日時点 三井住友海上あいおい生命調べ

神奈川県海老名市扇町13-1
ららぽーと海老名 2F

&

3

5/29 Francfranc ららぽーと海老名店

社会・環境活動

6/1

※202 0 年 月

神奈川県平塚市天沼10-1
ららぽーと湘南平塚 2F

1

6/18 デニーズ静岡草薙店

15
5/29 Francfranc ららぽーと湘南平塚店

7

4

埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1
イオンレイクタウンmori 2F

6 月 9日

アカチャンホンポ ららぽーと豊洲店
東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドックららぽーと豊洲1 3F

15

5/28 Francfranc 越谷レイクタウン店

社会・環境活動

「第11回からあげグランプリⓇ」で最高金賞に輝い
た「北国ハーブ育ち鶏あご出汁唐揚げ」
。

6/1

5

岐阜県各務原市那加萱場町3 -8
イオンモール各務原 1F

7月1 日

”

コスメロフトイクスピアリ店
千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ 2F

社会・環境活動

“

22

4

6/1

5

5/18 Francfranc イオンモール各務原店

14
15

Francfranc イオンモール高崎店
群馬県高崎市棟高町1400
イオンモール高崎 1F

5/16

ガン保険は、三井住友海上あいおい生命の「ガン保
険スマート」
。正式名称は「ガン保険(無解約返戻金
型(18)無配当」です。

1

「ガン保険」の取り扱いを開始

東京都墨田区江東橋3-8-7

新商品「たんぱく質が摂れる豚しゃぶサラダ」
。

11
4

4 月 15日
受 賞

6 月 4日
新商品

6 月 16日
新サービス
4/24 デニーズ錦糸町駅前店

パートナー企業とともに

おいしく進化し続ける
「セブンプレミアム」のアイス
「ななパフェ」の試作風景。かき氷をフリーザーにかける新技術も導入
しています。セブンプレミアムのアイスは、ラインナップの拡充とリニュー
アルで年々進化しています。

赤城乳業では、新たな定番商品を生み出すための商品開発を日々続けて
います。

赤城乳業では、バータイプからカップタイプまでさまざまな形態に合わ
せて、氷の大きさを細かく変える独自の製造技術を持っています。

開発に一切妥協はありません。試作
の回数は多い時で100回以上にも

イドを持ち、常に未来品質を目指し

ライベートブランド〟としてのプラ

なりますが、〝国内ナンバーワンのプ

2007年に誕生した「セブンプ

おいしさと品質を追求して
アイスを新たなステージへ

レミアム」は、おいしさ、安全・安
ています。
そして、 月からは「セブンプレ

は「セブンプレミアム」がさらなる

の手法を採用し、２０２０年５月に

ームマーチャンダイジング（MD）

ートブランド商品です。誕生以来チ

ますが、約

るとなめらかさが損なわれてしまい

的に、抹茶をソフトクリームに入れ

ン 抹茶」の発売を開始します。一般

ミアム ゴールド 金のワッフルコー

年にわたって最適な原

社会環境の変化に対応するためのメ

つセブン＆アイグループのプライベ

心などの面で高いクオリティーを持

-

8

未来に強く広くつなげていくことを

とつの商品を大切に育て、より良い

号の特集でご紹介）を策定。一つひ

コネクト宣言」（詳細は四季報１４７

ッセージとして「セブンプレミアム

の豊かな香りと風味が感じられ、最

かな口当たりの中に、抹茶とミルク

味」にこだわり続けた結果、なめら

お客様がおいしいと感じる抹茶の風

料と製法を検討。同時に「すべての

味わいを実現しました。

ミアム ゴールド」ならではの上質な

後に抹茶の余韻が残る、「セブンプレ

ている「セブンプレミアム」のアイ
スもお取引先とともに育ててきた大
切な商品の一つ。赤城乳業（株）様と
は「セブンプレミアム ワッフルコー
ン」シリーズをはじめ、さまざまア
開発では人気店のアイスを調査・

イスを共同開発しています。

社とセブン

から始まり、ワッフルコーンシリー

で世の中を楽しくしていきたいとい
う想いを持って、アイスのおいしさ、
新しさ、面白さを追求してきました。
こうした開発姿勢は、セブンプレミ
アムのアイスの開発でも活かされて
おり、新製品はもちろんリニューア
ルにおいても毎回新しさにこだわり、
原料や製法を見直すことでお客様に
新たな価値を提供できるよう努力を
重ねてきました。
今後、新たな生活様式にともなっ
た食シーンの変化も予想されます。
アイスもフローズンデザートとして

イスの可能性を広げていきたいと考

か。
そうした中でセブン イ
- レブン・
ジャパン様とともに挑戦を続け、ア

の進化を遂げるのではないでしょう

プレミアムと、協業の幅を広げると

えています。
5 層構造によって見た目でもパフェを表
現。北海道産マスカルポーネとマルサラ
ワインで本格的な味わいに仕立てました。

セブンプレミアムのアイスの中

北海道産牛乳＆生クリームを使用。コー
ンにもバニラ風味をつけることで、より
一体感のある味わいを演出しています。

商品のこだわり

セブンプレミアム ゴールド
金のワッフルコーン ミルクバニラ

でもとくに人気が高く、年間に
400 0 万個 以上 製造している「セ
ブンプレミアム ワッフルコーン」シリ
ーズは現在 、当社の主に本庄千 本さ
くら「 5 S 」工 場の専 用ラインにお
いて、一部を除き工程のほとんどを自
動 化して生 産しています。 工 程の自
動 化には製 品の安 全と品 質を高いレ
ますが、このような生 産 体 制はグル

ベルで両 立させられるメリットがあり
ー プのスケールメリットを 活 かし た
「セブンプレミアム」の販売 力 がある
からこそ実 現できたものです。
当 社は、「 あそびましょ。」
をスロー
ガンに、ワクワクするようなアイス

セブンプレミアム
ななパフェ ティラミス

ともに関係性を強化してきました。

ズは2001年にセブン イ
- レブン
限定販売商品、2011年にセブン

ソフトクリームに最適な
抹茶を厳選して使用

現在、多くのお客様の支持を集め

目指しています。

1
抹茶の選定では専門家の意
見も聞きながら、全国各地
の抹茶を取り寄せて味や香
り、ソフトクリームにした
時のなめらかさなどを確認。
検討を重ねた結果、京都府
産一番茶のみを使用した宇
治抹茶を採用しました。

分析して、目指すべき味や品質を共
有。原料や製法についても徹底的に
こだわり、意見交換を行いながら何
度も試作を繰り返しています。どう
すればお客様においしさや価値を伝
えられるか――。そうした想いと情
熱をチーム内で共有しているため、

ともに挑戦し続けることで
アイスの可能性を広げたい

氏

赤城乳業（株）
取締役営業本部副本部長
広域営業第一部部長

榎本 寿也

リームメーカー大手

のことです。当社を含めたアイスク

セブン イ
- レブン・ジャパン様と
当社の協業が始まったのは約 年前
30

イレブン・ジャパン様のチームMD

5

16
17

「セブンプレミアム ななパフェ」のティラミスとストロベリー。アイスや素
材を多層充填する、赤城乳業が誇る製造技術によって、セブン - イレブ
ンならではのスイーツに仕上がりました。

ター※。完全に機械化されていますが、卵の大きさや
汚れなどは、人の目で厳しくチェックしています。

1998（平成10）年頃。
待ちにしているお客様がいらっしゃ

その先見性とこだわりに
います。

驚きます。

みやこじ

都路ファーム

野村 洋
さん

表

2018 年度数値）といわれて

は、約３４０個
（国際鶏卵委員会 公

よう、鶏舎では午前０時になる直前に、

た卵のこと。 前日のものが交ざらない

は、８月１日の午前０時以降に産まれ

たとえば「産卵日８月１日」の表示

カ堂との取り組みが始まりです。

います。たまご焼きやオムレツ、プ

それまでに産まれた卵を取り出します。

日本人一人が１年間に消費する卵

リンなど、さまざまな料理やスイー

０時以降に産卵された卵は、８月１日

時の雰囲気、換気の状態やにおいな

状態を毎日見て回り、鶏舎に入った

「同じ担当者が同じ鶏舎の鶏たちの

も量って管理しています。

ェックはもちろん、定期的に鶏の体重

も注意を払い、食べた餌や水の量のチ

ーカーさんと研究開発。餌の食べ方に

要です。都路ファームでは、飼料をメ

おいしい卵づくりには、鶏の餌も重

卵日」
とは鮮度に大きな差があります。

は、人が卵を集めた日にちなので、
「産

されます。一般的に使われる「採卵日」

都圏のイトーヨーカドーの店舗に納品

に産卵した卵として出荷、当日中に首

ツに欠かせない卵は、安価で栄養豊

この卵のおいしさにこだわり、
）年から産

卵日表示を続けているのが都路ファ

年前の 1972（昭和
ームです。

同社の常務取締役・野村 洋さんが、
たての卵を用意してくれました。殻

「まず食べてみてください」と、産み

を割った卵はつやつやした黄身が盛
り上がり、透き通った白身にこんも
りと覆われています。白身にはプル
ンと弾力もあります。
「この黄身を包
むような濃厚な卵白が、産みたての
証拠です」と野村さん。そのまま割

ど些細な変化を確認します。気にな
ることがあればすぐに改善。鶏たち
に少しでもストレスを与えないよう
努めています」と野村さん。
こうした環境づくりに加え、外部
機関による衛生検査を実施して、安
全面も徹底的に管理しています。
「生で卵を食べる日本の食文化を守
るためにも、安全でおいしい卵にこ
だわり続けます」小さな卵にかける
大きな情熱が、おいしさとなって詰

まごころたまご

りほぐし、味付けをせずに調理した
スクランブルエッグは、やわらかな
甘みとコクがあり、卵そのもののお
いしさが伝わります。
同社が一つひとつの卵に産卵日を
明記するようになったのは１９７２
）年。「鮮度も味の一部。新
鮮な産みたての卵こそおいしい」と

（昭和

いう都路ファームの思いと「卵は産
卵日からどれくらい経ったのか見分
けがつきにくく、新鮮な卵を提供す

イトーヨーカドーには「まごころたまご」を使用した
オリジナルのカツ丼やプリン、茶わん蒸し、太巻き寿
司も店頭に揃っています。

48

ることはお客様の信頼を得ることに

まっています。

こだわりの産 地を訪ねて
「まごころの印の巻 」の
ムービーはこちら

都路ファーム常務取締役の
野村 洋さん。ご両親も同社
に勤務、親子２代にわたっ
て卵づくりに携わっている、
根っからの卵好きです。

新鮮な卵は、白身が濃厚で、
盛り上がっています。産卵か
ら時間がたつにつれ、白身は
少しずつ水っぽくなります。
茨 城 県 坂 東 市にある鶏 舎
「馬立農場」
。約13×100ｍ
の鶏舎に約８万羽が飼われ
ています。衛生管理が徹底
されています。

鮮度も味の一部。

ため、お店ではこの卵の入荷を心

富、日々の食卓の強い味方です。

鮮度とおいしさに徹底的にこだわる卵づくり

でも、それだけがおいしさの

するようになったのは

理由ではありません。

一般的に卵に日付を表示
日に売り切れる量だけを仕入れる

訪ねました。

表示を行っていますが、
産卵日の当日のみの販売で、その

47

つながる」と考えていたイトーヨー

19

47

来します。
近くには茨城県立自然博物館もあり、
県内外から多くの人が訪れる観光スポットです。

たまご」。「今朝産まれました」は

はどのようにして生まれるのでしょうか。茨城県坂東市にある都路ファームを

茨城県坂東市と常総市との間に存在する「菅
（昭和 47 ）年から産卵日

産卵日入りたまご

※GPセンター（グレーディング・アンド・パッキング
センター）：鶏卵の格 付け（選 別）包 装 施設のこ
と。鶏 卵の格 付けでは、規格取引上の卵重区 分
（SS、S、MS、M、L、LL）に分別します。

生沼」は、毎年冬になるとコハクチョウが飛

るイトーヨーカドーの「産卵日入り

の卵に賞味期限だけでなく、産卵日まで表示していること。この卵のおいしさ

都路ファームでは 1972

毎日の食卓に欠かせない卵。その鮮度とおいしさに徹底的にこだわっている
のが、イトーヨーカドーの「産卵日入りたまご」です。その特徴は、一つひとつ
産卵日と賞味期限が併記されてい

茨城県坂東市
イトーヨーカドー
その日に産まれた卵
が、自社トラックで
関 東 近 郊 の イトー
ヨーカドーに直接納
品されます。
卵の洗浄から検査、パック詰めまで行う岩井GPセン

新型コロナウイルス感染症の
影響により減収減益

2021年2月期 第1四半期決算の詳細は、
セブン＆アイHLDGS. WEBサイト
「IR資料室」へ

セブン- イレブン・ジャパンは、加盟店の持続的な成長に向けた行

動計画（2019年4月発表）
の遂行に加え、インセンティブ・チャージ

516

億円

-14.1%

伸び率

親会社株主に帰属する
四半期純利益

の見直しを行い、加盟店が安心して経営に専念できる環境づくりに
勤務の推進により、客数等に大きな影響がありましたが、お客様の
感染防止対策物資の支給や経済的支援の実施により加盟店経営のサ

伸び率

ポートにも注力しました。既存店売上は、主に新型コロナ拡大にと

114

億円

伸び率

-11.1%

7-Eleven, Inc.は、収益性の低い既存店舗の閉店を進めるとともに、

ファスト・フードやプライベートブランド商品「7-Select」の開発・販売
に引き続き注力しました。米国では、3月に新型コロナ拡大にともな

う国家非常事態宣言が出され、同月から売上等に影響が出始めまし
た。その結果、米国内既存店商品売上は前年を上回りましたが、営
業利益は、165億95百万円（伸び率6.9％減）となりました。

-73.2%

伸び率
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98.5円を予定しています（連結配当性向72.5％）
。

33

特に百貨店、総合スーパー、専門店は大幅

による影響などによって営業損失となりました。

ついては、中間配当47.5円、期末配当51.0円を合わせ、1株当たり

4

な営業自粛を余儀なくされました。一方、

ストランの客数への影響や、⾐料品や雑貨を取り扱う専⾨店の休業

7

当期の概況

21

-89億 円

維持しつつさらなる向上を目指していきます。なお、当期の配当金に

百万

前期差額

数、売上などに⼤きな影響がありました。とくに外出⾃粛によるレ

6

コンビニエンスストア、食品スーパーはお

億円

り、1株当たりの配当金については、目標連結配当性向40％の水準を

1

四半期における国内および海外

-60

型コロナ拡大抑止に向けた営業時間の短縮や休業対応等により、客

当社は、
利益向上に見合った利益還元を行うことを基本方針としてお

年ぶりの減益、

専門店事業

引き続きお客様のニーズに対応した商品政策を実行しましたが、
新

2

当第

をふまえ、2021年2月期の営業利益予想を3,220億円としました。

客様ニーズに対応すべく店舗の営業を継

の変化による影響は当期末まで残ると仮定しました。この前提条件

8

続し、生活必 需 品の販 売に注力しました。

は、当第2四半期で緩やかに収束へ向かうものの、新たな生活様式へ

経済は、新型コロナウイルス感染症（以

減益となりました。

2021年2月期の連結業績予想の主な前提条件は、新型コロナの拡大

2021年2月期
第1四半期

下：新型コロナ）の影響により急速な悪化

-14.9%

びクレジットカード事業の取扱高が前年を下回ったことなどにより

連結業績および配当予想の理由

この結果、営業利益は

伸び率

たりの平均利用件数が前年を下回ったことに加え、電子マネーおよ

が続いており、個人消費においても先行き

億円

新型コロナ拡大抑止にともなう外出自粛の影響や一部提携金融機

関による手数料体系変更の影響により、ATM事業における1日1台当

グループ売上：11兆1,220億円※（伸び率7.3％減）

※セブン-イレブン・ジャパン、セブン-イレブン・沖縄および 7-Eleven, Inc.
における加盟店売上を含む

経常利益および親会社株主に帰属する四

114

は前年同期と比べ8億70百万円増の12億41百万円となりました。

円（伸び率 ・1% 減 ）となりました。

金融関連事業

-8億 円

-45.0%

半期純利益もそれぞれ減益となりました。

前期差額

のみの営業等を実施した結果、既存店売上は前年を下回り、営業損失

親会社株主に帰属する
当期純利益

このような中、当社グループは、お客様

億円

が不透明な極めて厳しい状況にあります。

-12

-25.3%

なお、セブン‐イレブン・ジャパン、セブ

百貨店事業

そごう・西武は、引き続き事業および店舗構造改革を推進してい

ます。新型コロナ拡大抑止に向け、全店で営業時間の短縮や食品売場

-24.1%

1

と従業員の安全確保を最優先に、基本方針

経常利益

-14.3%

ン‐イレブン・沖 縄 および ‐E leven，

営業利益

56,920億円
3,220億円
3,120億円
1,200億円

2020年2月期
第1四半期

として掲げる「信頼と誠実」および「変化

増）
となりました。

営業収益

Inc．における加 盟 店売 上を含めた「 グ

ヨークベニマルは、巣ごもり需要に対応した品揃えの拡充等によ

り既存店売上は前年を上回り、営業利益は62億38百万円
（同82.7％

伸び率

ループ売 上 」は、 兆 ，607 億

+139.7%

金額

への対応と基本の徹底」を体現し、営業活

伸び率

などもあり、11億58百万円（伸び率204.9％増）
となりました。

2021年2月期連結業績予想

（2020年3月1日～2021年2月28日）

0

2021年2月期
第1四半期

動を継続。当第 四半期においては、全都

億円

したが、営業利益は新型コロナ対策費用を特別損失に振替えたこと

13,918

12,000

300

0

15,964

16,000

903

800

-12.8%

伸び率

道府県に向けた緊急事態宣言にともない、

103

部分の休業等が影響し、テナント含む既存店売上は前年を下回りま

億円

-21.0%

イトーヨーカ堂は、引き続き事業および店舗構造改革を推進して

います。新型コロナ拡大抑止に向けた営業時間の短縮や、テナント

13,918

億円

500

スーパーストア事業

決算概況

営業収益

713

億円

行動変化に対応した商品開発や品揃え強化に加え、加盟店に対する

24百万円（伸び率13.3％減）
となりました。

営業利益

139

努めています。また、新型コロナ拡大にともなう、外出自粛や在宅

もなう外出自粛要請の影響により前年を下回り、営業利益は522億

海外コンビニエンス
ストア事業

第1四半期

連結業績

主なセグメント別営業利益

国内コンビニエンス
ストア事業

2021年 2 月期
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