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表紙　

中期経営ビジョン中期経営ビジョン20092009

株式会社サンエー・インターナショナル
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企業構造改革に向けて 中期経営ビジョン２００９

中期経営ビジョン　2009

第３創業期、中長期的視点に基づいた企業構造改革を推進する

厳しい消費の現状を踏まえ、企業全体を大きくシフトさせる企業構造改革に取り組みます。

この度、中期経営計画のベースとなる、中期経営ビジョンを策定致しました。

ビジョンの柱となるのは、「顧客価値プロデュース」です。
当社の強みを再強化し、顧客に新しい価値を提供していきます。
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１．はじめに１．はじめに

２．市場環境

中期経営ビジョン2009　

■当社のあゆみ
■ロードマップ
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当社のあゆみ 変革のとき

中期経営ビジョン　2009 はじめに

■1970年代に創出された事業ドメインのフロンティア消滅

■新たなビジネスモデルの創出が必要
課題課題

第３創業期、中長期的視点に基づいた企業構造改革を推進する

創業から３０年、生地卸、量販アパレルへの卸ビジネスを事業としていました。本格的にアパレルメーカーとして乗り出したのは、１９７０年代です。
その頃、ＤＣビジネスが軌道にのり、１９９０年代にはブランドビジネスで大きな成果を築きました。
１９９０年代後半から、いち早くＳＰＡ事業を展開、現在に至ります。

変化の激しいアパレル業界で歴史を積み上げ、創業から６０周年を迎えます。これまで、当社は数々のブランドを生み出し、時代の価値観を提案してきました。

さまざまな場面でパラダイムの転換が進み、激変する環境の中、当社の歴史においても、ひとつの転換期が訪れようとしています。
これまでの延長線上ではない、新しいビジネスモデルの創出が急務となっています。

当社では、中長期的視点に基づいた企業構造改革を迅速に推進していきます。

年度 ビジネスモデル 売上 できごと 主力ブランド 業態 メインチャネル

第一期 1949-1976年 テキスタイル 0～50億 創業 生地－量販アパレル - -

第二期 1977年 50～1200億 ビバユー発足 ビバユー・ピンキー＆ダイアン DC 丸井

1990年頃 ナチュラルビューティー発足

ナチュラルビューティー

ボディドレッシングデラックス

ジルスチュアート
ブランドビジネス 百貨店

1996年 ナチュラルビューティーベーシック発足

ナチュラルビューティーベーシック

プロポーションボディドレッシング

フリーズショップ
SPA・編集 駅ビル

2003年 アンドバイピ-アンドディー発足 小売SPA・編集 都市型・郊外型SC

第三期 2009-2038年 1200億～

店持ちアパレル
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ロードマップ 各フェーズにおける目指す姿とその戦略

中期経営ビジョン　2009 はじめに

時代の最盛期

成長から成熟のとき

新しい時代

リ・スタートのとき　

ブランド戦略強化

ブランドロイヤリティの向上

メーカーとしての企業価値

強みを活かし新市場参入

時代の転換期

再構築のとき

マーケット構造の変革

ビジネスモデルの進化

強みを活かし変革、ストアロイヤリティ構築

顧客価値プロデュースビジネスを創出

収益基盤の再構築

収益構造の改革

高収益体質に再生

新時代における競争優位をもつ
（ストア×ブランド　ロイヤリティ）

顧客との連係がマーケットを創る

１） １）

２）

３）

２）

３）

１）

２）

３）

ブランドプロデュース

企画・商品力の強化

ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

企画力の強さと
高収益構造を土台に
成長していく

第３創業期　Ⅰ期 第３創業期　Ⅱ期

チャンスとリスクが混在する時代の転換期、中期経営ビジョンを実行し、次の時代に飛躍できる基盤を築きます

2011 2012 2013 20142009 20102008



-6-

２．市場分析２．市場分析

２．市場環境

中期経営ビジョン2009　

■消費者の変化
■流通の変化
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消費者の変化 消費をリードするのは、「企業」から「消費者」へシフト

中期経営ビジョン　2009 市場分析

安かろう悪かろう 低価格・高感度はあたりまえ

ファッションは非日常的消費の象徴 ファッションのコモディティ化

流行は業界がつくる 流行はマーケットから

背伸び消費 身の丈消費

情報源は雑誌 情報源はネット

ファストファッションアパレルは贅沢品

もの消費 こと消費

消費は非日常の世界
舞台の中心は百貨店
おしゃれして、

気合入れてお買い物

消費は日常の中
舞台の中心はＳＣ

おつかいがてら、遊びな
がらゆるゆるとお買い物

洋服は手の届きにくい
あこがれのもの

雑誌見て、お金ためて
頑張って手に入れた

洋服はいつでも手に入る
私たちのもの
気軽に購入
かわいくアレンジ

１９７０年代 現代
当社がブランドビジネスをスタートさせた
１９７０年代と比較し、消費者の意識は大
きく変化しています。

かつて買い物は、生活の中心にあり、重
心が置かれていました。おしゃれをして、
電車に乗って、欲しいものを目的に買い
物に出かけていました。
しかし、今では従来のように、買い物に時
間やお金を投資する人は減少しています。
日常のお使いがてら、映画を見たり、子供
を遊ばせながら、気軽に買い物をします。

洋服についても同様で、家族や友だちと
過ごす時間の中で、生活バランスが崩れ
ない価格で、しかも、自分の感性に触れ
るものにのみ対価が支払われる時代です。

流行も企業が雑誌で仕掛け、そこから始
まっていましたが、今や、個人のブログか
ら話題になり、おしゃれな消費者が流行を
リードするようになりました。
今や消費をリードするのは、企業ではなく
消費者と言えます。

主要な変化
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流通の変化 チャネルの多様化

中期経営ビジョン　2009 市場分析

４

消費の中心が百貨店から他チャネルへ分散　　　１

２

３

チャネルの分散化 ＳＣの売上高は増加傾向にある

ＳＣ内で成否が顕在化し、大型ＳＣが好調

ＥＣ市場全体は、比較的堅調に伸びている

インターネット普及率も高く、規模は拡大する５

今後のマーケット予測
　　・ＥＣ事業の成否が出てくる段階にある
　　・戦略的チャネルとして投資が加速する

今後のマーケット予測
　　・マーケット構造の転換が加速する
　　・大型店、増床見込みの店舗を中心に投資が加速する

マーケット分析

チャネルの多様化が進み、今後さらにマーケット構造の転換が加速すると予測しています。

都市部は、駅ビル、ファッションビルといった「都市型ＳＣ」、郊外・地方は「郊外型ＳＣ」や「アウトレット」、そして「ＥＣ」を中
心にマーケットの再編が進んでいると認識しています。

これらのマーケットは、すでに成長の段階を経て、新たなステージに入ろうとしている段階です。

ＥＣ市場の成長
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３．顧客価値プロデュース３．顧客価値プロデュース

２．市場環境

中期経営ビジョン2009　

■顧客価値プロデュース
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顧客価値プロデュース ブランドプロデュース×顧客共感力で新しい価値を創造する

中期経営ビジョン　2009 顧客価値プロデュース

我々の本質

ブランドプロデュース

時代（顧客）との共感顧
客

共感時
代

顧
客
価
値
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

＞＞＞当社の強み、企画力をさらに進化させ、顧客に新しい価値を提供する

“共感”が包む

共
感

顧客が独自の価格と感性のバランスを持っている時代において、
戦略の要となるのは、顧客の感覚への共感力です。

もう一度見直していきたいことは、顧客を理解し、その感覚に共
感して、顧客にとって価値あるものを提案する姿勢です。

中期経営ビジョン２００９の柱は、「顧客価値プロデュース」

我々はこれまで、半歩先を行く高い企画力で、
ブランドを通じて時代の価値観を表現してきまし
た。これが、ブランドプロデュースであり、我々の
本質です。

ブランドプロデュースを顧客や時代への共感力
を持って磨き上げ、さらに企画力を進化させて
いきます。
商品、プロモーションをブラッシュアップし、顧
客にとって本当に価値あるものを提供してい
きます。

店頭で「買う」、「遊ぶ」、「時間を潰す」、「情報収集・交換する」な
ど、より多くの顧客がさまざまな目的で店頭を訪れてもらえるよう、
これまでよりさらに楽しい企画を行い、店頭を通じて新しい顧客
価値をプロデュースしていきます。
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４．中期戦略４．中期戦略

２．市場環境

中期経営ビジョン2009　

　　　　　　　　　　　　　　　　
■中期戦略の背景
■中期戦略１：マーケット構造の変革
■中期戦略２：ビジネスモデルの進化
■中期戦略３：収益構造の改革
■その他事業について
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時代はどう移るのか

中期戦略の背景 消費の行方を考察する

中期経営ビジョン　2009 中期戦略

消費キーワード消費キーワード

都市型ＳＣ（駅ビル・ファッションビル）・郊外型ＳＣ・無店舗事業（ＥＣ含む）が消費ニーズを捉える

新しい消費のあり方新しい消費のあり方

こと消費

時間消費

エンターテイメント消費

低価格 買い物コストの低減

多様化するチャネルの中でも、このような消費キーワードを表現していける業態は、都市型・郊外型ＳＣそして無店舗事業と考察しています。

消費者の質的変化と流通業界の変化は、
さらに新しい消費のあり方を促進していきます。

消費者は、洋服を買うことも、銀行へ行くことも、遊びに行くことも、すべて同じ
場所で済ませたい、と思っています。

真夜中でも、仕事の合間でも、好きな時間に、自分のペースで買い物したい。

同じようなモノを買うならば、わくわくするような楽しい場所で買いたい。

そして、低価格であることは大前提と考えています。

消費者の質的変化 流通の変化
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中期戦略の背景 市場分析と当社の強み

中期経営ビジョン　2009 中期戦略

中期戦略１

ビジネスモデルの進化
（ｐ.１5）

中期戦略２ 中期戦略３

マーケット構造の変革
（ｐ.１4）

収益構造の改革
（ｐ.１6）

　今後の主軸マーケット　今後の主軸マーケット

当社では、今後のマーケットの主軸は、都市型ＳＣ・郊外型ＳＣ・無店舗事業と考察しています。

これらのマーケットの成功要素は、集客を促す店頭表現や優れた商品を生み出す“企画力”であり、それを支える
ローコストオペレーションと認識しています。

都市型ＳＣ
（駅ビル、ファッションビル）

郊外型ＳＣ 無店舗事業（ＥＣ含む）

ビジネス成功要素ビジネス成功要素 集客力 商品力 ローコストオペレーション

当社の強み当社の強み 企画力

ブランドプロデュース力

当社は「フリーズショップ」や、「ナチュラルビューティーベーシック」
などＳＣマーケットにおける成功モデルを構築してきました。
鮮度の高い商品や、常に新しい情報に出会える店作りやプロモー
ションで多くの顧客に支持されています。
そのベースにあるのが、企画力です。この企画力をさらに強化し、
我々の競争優位として確立したいと考えます。

企画力

＞これらの現状認識から、当社が策定、実行する中期戦略は、３つです。
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消費者の質的な変化から、マーケットが大きく変化しています。

「こと消費」「時間消費」「低価格」「エンターテイメント消費」「買い物コストの低減」など消費のキーワードを捉えたマーケットが消費の中心となります。

不確実性の高い時代において、当社が企業構造改革でフォーカスするのは、確実に顧客の集まるマーケットにおいて、強みを活かしながら事業展開していくことです。

中期戦略１ マーケット構造の変革

中期経営ビジョン　2009 中期戦略

１）消費キーワードを捉えた
マーケットを強化

都市型ＳＣ（駅ビル・ファッションビル）事業強化 無店舗（ＥＣ含む）事業強化

２）当社の強みを活かるせる
マーケットを強化

３）成長ポテンシャルの高い
マーケットへの挑戦

／郊外型ＳＣ事業強化／

２００８年８月実績　売上１２００億　店舗数１０１７店

マーケット戦略

百貨店ブランド
７０６店舗　７４０億円

都市・郊外型ＳＣブランド
３１１店舗　４３０億円

無店舗（ＥＣ含む）
２４億円

６２％ ３６％

５０％ ４５％

２％

５％利益シェア

売上シェア

当社は強化対象マーケットにおいて、
高収益モデルを構築しています。

これらのマーケットに対し事業強化
することで、全体の収益構造改革を
着実に進める計画です。

マーケット戦略　⇔　高収益事業強化

※売上高は、国内アパレル事業のみ。売上高は店頭ベースに補正
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中期戦略２中期戦略２

中期経営ビジョン　2009 中期戦略

ＳＣキードライバー

集客力・プロデュース力

商品力・ＭＤ力

当社の成功モデル

ビジネスモデルの進化：企画力をさらに強化し、競争優位を確立

これまでのビジネスモデルを『顧客価値プロデュース』をベースに進化させる

マーケット構造を変革するため、ビジネスモデルの進化を目指します。ＳＣマーケットでは、集客力・プロデユース力・商品力・ＭＤ力が成功のキードライバーです。

「フリーズショップ」や「「ジルスチュアート」は、ブラン
ディング、鮮度の高い商品や情報の提供、プロモー
ションにおいて高い企画力が評価されてきました。

「ナチュラルビューティーベーシック」や「プロポーショ
ンボディドレッシング」は効率性の高いＭＤ・生産モ
デルを構築しています。

中期経営ビジョン

　ビジネスモデル進化の必要性

我々は、これらの資産を、今後の事業展開に活用していきます。
高効率なＭＤ生産インフラをベースにした、ブランドロイヤリティとエンターテイメント性のある顧客価値プロデュースビジネスを開発していきます。
徹底した顧客視点でビジネスモデルを進化させ、ＳＣマーケットにおける競争優位を確立します。

ビジネス
モデル
の進化
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中期戦略３ 収益構造改革

中期経営ビジョン　2009 中期戦略

収益構造改革を実現するため、基本方針として「店舗収益性の向上」を実行します。補完的施策としてローコストオペレーション体制を目指します。

店舗収益性の向上　　＝　１店舗当たりの売上を拡大×店舗運営コストを低減

・最適店舗モデルに適応しない不採算店舗を統廃合する
・販売や内装設備などの店舗オペレーションを低コストに抑える
・物流システムの改善で、コストを見直す
・「ナチュラルビューティーベーシック」など、高効率な生産モデルを社内活用する

店舗の収益性を上げるためには、販売など店舗運営コストを抑制するだけではなく、
１店舗当たりの売上を向上させ、高効率化することが条件となります。

■店舗規模と店舗最適モデル

駅ビル、ファッションビルなどの都市型ＳＣ・郊外型ＳＣにおいて、当社事業にとって適切な規模を策定、

これを最適店舗モデルとして、そのモデルに適合した店舗を増やしていく方針です。

基本方針

ローコストオペレーションの実現　

補完的施策

店舗運営を低コスト化 物流コストの見直し 生産モデルのシナジー不採算店舗の統廃合

＞強化していく都市型・郊外型ＳＣにおいて、高収益事業を確立しており（ｐ.1４）、それらの事業を拡大強化することで、収益構造改革が進む
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その他事業について

中期経営ビジョン　2009 中期戦略

［セレクソニック］直営ショッピングサイトを中心とした拡大

無店舗事業の拡大

具体的施策・会員数９万５千人（前年比４７５％）

・年商１３．１億円　（前年比２７８％）

・月間平均訪問者３５０，０００人

・月間平均訪問数７７１，０００回

・月間平均ＰＶ１９，５００，０００ＰＶ

・　比較購買する

中期目標　　　　　　　　　　当社売上シェア１０％以上

2008.8月期 中期

・　買い物コストを低減する

・　遊びながら消費をする

・　デジタル環境の飛躍的進化

消費の変化
環境の変化

オフィシャルサイトと連携し、顧客データの統合、より適切なサービスを提供して
いきます。
リアル店舗との連携を強め、顧客が個人の好みや事情に合わせ、店舗とサイト
を行き来する環境を作ります。どちらででも楽しい買い物が出来るよう、適切な
サービスを開発、提供します。
店頭で表現しきれない顧客価値を追求し、無店舗事業ならではの新しいベネ
フィットを提供していきます。

当社の直営ショッピングサイト「セレクソニック」は、２００６年３月にスター
トして以来、業績は非常に好調に推移しています。
２００９年春からは、上質感、高感度を求める客層に向けて「インターナ
ショナル　セレクソニック」がスタート。リアルファッションマガジン「ＳＷＡ
Ｋ」の創刊など、新しいサービスを展開しています。

比較購買をしたい、接客を受けず買い物したい、深夜の空いた時間に
買い物したいなど、消費者行動の変化に対応できるマーケットと認識し
ています。

（2008．8実績）

様々な消費ニーズに柔軟に対応しながら、中期戦略事業として拡大を目指します。



-18-

５５..目標とする収益構造目標とする収益構造

２．市場環境

中期経営ビジョン2009　

■目標とする収益構造
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目標とする収益構造 第３創業期　目標とする収益構造

中期経営ビジョン　2009 目標とする収益構造

売上高

売上原価

粗利益

経費合計

営業利益

2008.8月期
（実績）

経営目標

１００％

４０％

６０％

５６％

４％

１００％

４６％

５４％

４６％

８％

顧客価値の創造

顧客に
より良いものを
手頃な価格で
提供する

そのために
収益構造を改革

※売上高は、国内アパレル事業のみ。売上高は店頭ベースに補正

当社が、各中期戦略を実行し、中長期で目指す収益構造です。将来像では、粗利率と経費率の低減を実現させます。

新たに顧客価値を創造するために、各中期戦略を推進し、最終的に収益構造を抜本的に改革します。これからの当社の競合は小売系ＳＰＡ企業です。競合企
業と同等のローコストな収益構造を土台とし、進化した企画力を持って、顧客価値プロデュースビジネスを実現します。

「中期戦略と収益構造」

2009.8月期
（予測）

１００％

４２％

５８％

５９％

△１％
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中期経営ビジョン　2009

本資料に掲載された、将来についての計画や業績に関する予想は、現時点で入
手可能な情報に基づき、判断したものです。その実現を保証するものではありま
せん。今後の経済動向、市場動向に合わせて、予告なしに変更されることがあり
ますが、ご了承ください。


