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Ⅰ.事業計画の基本方針 

 

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種は進んだものの、新たな変異種の感染が拡大す

るなど、その影響は依然として見通しの立ちづらい状況が続いています。コロナ禍に限らず、

現代は、社会、市場、技術などの環境変化が加速する時代であり、企業にとって先行き不透

明な時代であると言えます。 

コロナ禍で生活者の行動が急激に変化し、百貨店・外食等の売上は落ち込む一方で、スー

パーマーケット等の業績は好調に推移しました。しかし、業態別に影響が分かれる中で、個

別企業の業績は、環境変化への対応状況により格差が生じています。例えば外出抑制などの

生活行動変化へ対応し、ネットスーパー事業を強化した企業は顧客を拡大することに成功し

ています。また、スマホアプリを通じた販売促進、キャッシュレス決済やレジカートなど、

デジタル技術を活用する企業も好調です。将来に向けて持続的な成長を目指すためには、高

齢化対応に加えて、デジタルネイティブと呼ばれる若年層の獲得が必須になります。こうし

た顧客セグメントへの対応、新たな生活変化に向けた価値創造に取り組まなければなりませ

ん。 

 

公益財団法人流通経済研究所では、流通・マーケティングに関する知見をベースに、消費

者の生活・購買行動の変化、流通構造の変化の中で産業界が直面する課題を明らかにし、新

しい時代における持続的な発展に向けた提言をしたいと考えています。 

令和４年度事業計画では、「流通のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）」、およ

び「持続可能な社会」に向けた取り組みを、重視すべき課題領域と捉えています。 

デジタル技術活用を核としたビジネスモデルの包括的な変革を指すＤＸは、ニューノーマ

ルへの総体的な対応を進める企業にとって重要な戦略となっています。ＤＸは、主には販

売・マーケティング、生産・ＳＣＭ、内部管理業務の 3 領域に区分して捉えることができま

すが、今日ではより包括的な「IT ガバナンス」の重要性も語られています。流通に関わる事

業者がそれぞれの領域において取り組みを推進するための視点や方策を提言してまいります。 

また、企業の社会的価値が投資家からも消費者からもますます重要視される中で、企業の

ＳＤＧｓ達成への取り組みが改めて重要になっています。行政においても持続可能な経済・

社会の実現に向けた政策展開が課題となっています。流通分野からの社会的課題の解決に向

けて、食品ロス削減、農業・地域活性化、物流の最適化等の提言・取り組みを推進いたしま

す。 

 

令和４年度は、以上の基本方針に基づいて活動を強化し、流通・マーケティング分野にお

いて産業界・政府の活動に貢献する所存です。関係各位には従前に増してのご支援、ご指導

をお願い申し上げます。 
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Ⅱ.事業計画の内容

1.研究開発事業

(1)店頭研究開発事業

消費者・ショッパーの生活・購買行動の変化と社会・市場・技術などの環境変化に対

する製･配･販をはじめとした流通関係企業の課題対応について研究に取り組みます。

ショッパーの購買行動に影響を及ぼすマインドの変化を捉えるために令和元年の消費

税増税前後から継続して実施しているショッパーマインド定点調査を活用して、人口構

造上重要度が高まる高齢層の新しい生活実態や将来に向けて獲得が必要な若年層、子育

て層の購買行動など、マスではなくセグメント対応していくために必要な知見を研究し

ます。

また、基本的な売場づくりの体系であるインストア・マーチャンダイジング（ＩＳＭ）

については、新型コロナウイルス感染症の拡大という大きな生活変化を経て、変化する

ショッパーの店舗選択、商品選択の実態把握、対応方法などを研究します。本事業では、

ショッパー調査やＰＯＳ・ＩＤ－ＰＯＳ、消費者購買データ等の分析を通じて、実務で

の活用に焦点をあてて売場対応の提言をしていきます。

流通業におけるデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の領域では、令和３年

に立ち上げた新たな研究プロジェクトを継続し、店頭販促におけるデジタル技術の活用

や商品・売場開発におけるＡＩの活用に向けた研究にも取り組みます。

こ う し た 店 頭 研 究 開 発 事 業 に 関 わ る 製 ･ 配 ･ 販 の 共 同 研 究 を 「 Shopper and 

Merchandising Development : ＳＭＤ共同研究機構」として、継続参加する企業への研

究成果の活用促進と、新規参加の企業の募集により事業を拡大していく計画です。

ＩＳＭ・ショッパー研究プロジェクト

消費者行動に基づく科学的な売場づくりをするために構築してきた従来のＩＳＭ

の研究知見を新しい調査・データ分析によりコロナの影響で変化している現在の店

頭施策で活用できるように指標の更新を行います。また、販売促進や店頭における

デジタル技術活用で必要となるショッパーのセグメント別の購買行動の特徴を把握

し、流通業が適切な消費者対応ができるような提言を行います。

また、研究成果を活用した教育講座と連動して、本研究プロジェクトに参加する

企業内でのＩＳＭ活用を支援します。

リアル店舗活性化プロジェクト

令和３年から本格的に参加企業を募り推進しているＶＲ（Virtual Reality）

を使った売場評価や脳活動の測定による無意識下における購買意思決定への影響要

因分析などの研究を推進します。本研究プロジェクトでショッパーの視線データ等

をもとに開発したＡＩによる売場や商品に対する視線推定を行うサービスを研究プ

ロジェクト参加企業に提供し、実務での活用を支援します。

- 3 -

MOBILE プロジェクト（ Marketing Organization for Buyers’ Insight and List 

Enhancement）

顧客が購買に至るまでのカスタマージャーニーを明らかにし、それに対応したデ

ジタル・モバイル販促の総合的な活用法を考える研究プロジェクトを実施します。

令和３年度より小売業およびマーケティングサービス提供企業との共同研究体制を

構築、調査・実験を通じた研究を継続推進する計画です。

令和３年度は、研究用の消費者モニターを対象とした買物調査を実施し、購買履

歴データと紐づけて分析しました。令和４年度には、デジタル技術を活用した販促

効果の実証実験等、一歩先の知見を獲得するための調査・実験計画をしています。

(2)流通テーマ別研究会事業

流通における重要なテーマを掲げて、関心を持つ企業を会員として募り、テーマ別研

究会を開催します。各研究会では、テーマに沿って近年の流通をとりまく環境変化を

様々な角度から捉え、専門研究員が調査研究成果を報告します。また、研究所の幅広い

ネットワークを活用して、業界の専門家・実務家を講師として招聘し、最新事例や流通

現場の実態/課題を取り上げます。

令和４年度には、以下に掲げる７つの研究会を開催します。研究会ごとに設定したテ

ーマにおける最新動向や研究知見をもとに、会員企業の短期的な戦略に対する提言と、

中長期的に流通構造の変化へ対応し持続可能な発展をしていくための提言を行っていき

ます。

ショッパー・マーケティング研究会

コロナ禍が長引く影響で、消費行動や小売業の販売活動は大きく変化しています。

本研究会では、環境変化へのキャッチアップに努めるとともに、「売場・店舗が直

面する課題」や、消費行動の変化をテーマに研究、報告します。環境変化の影響は

各業態（スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニなど）の事業活動に影響

を及ぼしており、現在直面している課題は異なります。主な業態の売場づくりの重

要トレンドや、注力ポイントの把握・報告に努めます。またショッパーの買い物行

動・心理にスポットを当て、ショッパーが買い物で重視することや、購買・意思決

定のベースにある「消費者心理」の理解にも力を入れます。

量販チャネル研究会

流通業とその支援企業のための消費と流通の明日を読む研究会

量販チャネル研究会は、チェーン小売業を中心に流通の動向を把握し、メーカー

のマーケティング、営業政策を考える研究会です。そのために、人口や世帯の構造、

制度や公的規制、また情報通信技術などのマクロ的な変化を中長期的な視点を持っ

て捉えつつ、消費、流通の変化を見通し、メーカーの事業戦略、営業政策のあり方
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量販チャネル研究会

流通業とその支援企業のための消費と流通の明日を読む研究会

量販チャネル研究会は、チェーン小売業を中心に流通の動向を把握し、メーカー

のマーケティング、営業政策を考える研究会です。そのために、人口や世帯の構造、

制度や公的規制、また情報通信技術などのマクロ的な変化を中長期的な視点を持っ

て捉えつつ、消費、流通の変化を見通し、メーカーの事業戦略、営業政策のあり方
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を検討し、提案します。

流通業とその支援企業のための消費と流通の明日を読む研究会は、小売業、卸売

業をはじめとする流通業のマーケティング、営業政策を考える研究会です。またそ

れら流通業を支援する各分野の専門企業のご参加も可能です。人口や世帯の構造、

制度や公的規制、また情報通信技術などのマクロ的な変化を中長期的な視点を持っ

て捉え、流通業の今後の戦略を検討し、提案します。

本年度も、新型コロナウイルス感染症の状況を注視しつつ、量販チャネル研究会

では、消費、流通の動向、小売業の 2020 年代を見据えた展開、メーカーの当面の課

題、また収束後に向けた課題を鋭意検討し、有効な情報の提供を続けます。また、

消費と流通の明日を読む研究会では、消費、小売競争の動向を把握し、流通業の取

り組むべき課題を検討し、有効な情報の提供を続けます。

なお、そのために最新のデータや情報の提供レベルを高めてゆく予定です。共通

する領域・テーマは以下のとおりです。

1) 新型コロナ下での市場の変化

2) ＧＭＳ、ＳＭ、ＣＶＳ、ドラッグストア、ＨＣ、ネット通販企業、宅配事業

者などの新たな展開と経営状況、小売業態間の競争

3) 国家的なスケジュール、各種制度変更への対応

4) 情報通信技術の変化と業務、事業の革新

ネット・ショッパー研究会

新型コロナウイルス感染症の流行で活性化したオンラインショッピングは利用者

の裾野を広げていますが、食品・日用品の業界においては、実店舗の売上シェアが

依然として高い状況です。ただし、ネットスーパーなど実店舗小売業におけるオン

ライン販売も拡大しており、ショッパーの購買チャネルとしてオンラインの位置づ

けは着実に上昇しています。本年度も実店舗をメインチャネルとしてきた消費財メ

ーカー・卸を会員として、ネットを利用するショッパーの現状と今後について調査

等を通じてネットとリアルにおける対応施策を提案します。

なお本研究会では、Ａｍａｚｏｎを始めとしたＥＣ、およびネットスーパーを利

用するショッパーに着目した独自の Web 調査を本年度も継続して実施します。

1) 定期調査によるネット購買の経年変化分析

2) ネットを積極的に利用するヘビーネットショッパーのインタビュー調査

3) 消費者購買データに基づく食品日用品のＥＣ・ネットスーパーにおける購買

実態の把握と対応の検討

4) ネットにおけるＭＤのあり方検討

ドラッグストア研究会

ＥＣの売上が増加する中で、実店舗業態で成長を続けているドラッグストア業態

は日用品の主力販売チャネルとしての位置づけにとどまらず、食品の販売チャネル
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として、メーカー・卸にとって重要性が高まっています。また、上位企業によるＭ

＆Ａで寡占化が進み、メーカー・卸が取引先チェーンへ適切な提案するには、業態

としての特性を捉えるだけでなく、個別企業の戦略および各チェーンを利用するシ

ョッパーを理解することが必須となってきました。さらに、ドラッグストア各社の

戦略の背景となるヘルスケアに関する情報も重要となります。

本研究会では、こうしたメーカー・卸がドラッグストアチェーンへ提案する際に

必要となる情報提供を目指し、ショッパー調査・消費者購買データ分析、注目地域

の店舗取材などを行い、必要な情報の整理、対応施策の提案を行います。

1) 上場ドラッグストア企業の決算報告・戦略分析

2) ドラッグストア利用ショッパーに関する調査（主要チェーン利用者分析）

3) ドラッグストア利用ショッパーの購買データ分析

4) ヘルスケアに関する政策動向分析・調査

サプライチェーン物流生産性研究会

物流・ロジスティクス分野では、労働力不足が深刻になる中、生産性を大きく高

めるとともに CO2 排出量を削減することが求められています。このため関係事業者

間のデータ連携と各種の物流標準化を進めることが重要な課題となっています。

本研究会では、日用品メーカーと物流事業者を対象に業界全体のロジスティクス

データ連携や物流標準化のあり方を検討するとともに、具体的な推進方策の提案・

検証を行います。

情報連携ワークショップ・ワーキンググループ

流通における情報連携をテーマに、参加会員間での意見交換や議論を目的とする

ワークショップ、ワーキンググループ活動を実施します。

1) 流通の未来とＩＴを考えるワークショップ

「流通の未来とＩＴを考える」をテーマに、製･配･販の中堅・若手が議論を行

う場として開催します。各回検討テーマを設定し、具体的な課題の抽出や対応の

方向性について意見交換を行います。

2) 効果的な情報連携にむけたＥＤＩ検討ワーキンググループ

製･配･販における情報連携をテーマに、より効果的に情報連携を促すための

流通モデルや手法の研究とその実現に向けた検討を行うワーキンググループです。

１年間継続的に議論し、各種官庁や団体との意見交換を行いながら提言などの成

果を出すことを目的に開催します。

(3)戦略セミナー

流通における重要なテーマを掲げて、幅広く個人・企業を対象として情報発信をする

戦略セミナーを開催します。流通・マーケティングに関わる現在の課題および将来に向

けた検討課題を踏まえて、時宜にかなったテーマを設定します。
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戦略ビジョンセミナー「流通大会 2023」

「流通大会」は、年に１回、流通とマーケティングの変化と行方を展望し、そのと

きどきに適切な政策ならびに戦略の方向を提言することを目的としたセミナーで、

令和 3 年は、初めてオンラインにより開催しました（毎年 2 月上旬に開催）。

第一線で活躍する経営者・実務担当者からの報告・提言をいただくとともに、弊

研究所の研究成果を集中的かつ統合的に整理し、流通・マーケティングの中期的な

ビジョンを提言します。

個別戦略セミナー

流通・マーケティング分野において企業の関心が高い領域で必要な情報発信をす

べく、焦点をあてるべき戦略的テーマを検討し、調査研究成果をセミナーで報告す

る予定です。

(4)製･配･販連携協議会、物流データ連携事業

製･配･販連携協議会は消費財の製･配･販の企業による流通効率化の取り組みです。

経済産業省の支援の下、流通システム開発センターとの共同事業として実施していま

す。ワーキンググループにて議論を行い、問題・課題を明確化し今後の方策を取りま

とめるとともに、対外的な報告を行います。７月に令和３年度の成果を発表するフォ

ーラムを開催することを予定しています。

また、製･配･販連携協議会と連携して進めてきたＳＩＰスマート物流研究開発を社

会実装するべく、物流データ連携事業を実施します。消費財流通における製･配･販企

業および物流事業者の物流データ連携を図り、納品・検品業務の効率化や輸配送の共

同化を進めます。
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2.政策調査事業

政策調査事業では、流通業の持続可能社会実現への貢献、流通の生産性向上、「ニューノ

ーマル」への対応、地域産品を含めたマーケティング戦略の転換といった重要政策テーマに

取り組みます。

持続可能社会実現に向けた政策では、流通の脱炭素化、食品ロス発生抑制など循環型流通

への移行、流通業によるＥＳＧ・ＳＤＧｓ対応や消費者の環境配慮行動の促進のための施策

が展開されています。流通の生産性向上に関しては、物流効率化や流通・取引のデジタル化

が目指されています。特に2024年4月のトラックドライバー時間外労働への上限規制適用開

始、いわゆる「2024年問題」への対応が急務となっており、国や地方公共団体によるモデル

事業やデジタル技術の社会実装事業などの取り組みが活発になっています。新型コロナウイ

ルスの流行によりもたらされたいわゆる「ニューノーマル」は、流通業に加え、地域産品の

マーケティングに関わる地方公共団体にも変革を要請しています。流通現場における少人化

の要請や消費者の新たな消費・購買行動やライフスタイルを考慮して、店舗・オペレーショ

ン改革、農産物等を含めた商品戦略、チャネル戦略を見直す必要が生じており、流通・マー

ケティングの専門家による支援が求められています。

令和４年度の政策調査事業では、上記のような多岐に渡る流通の政策課題を注視しつつ、

以下の領域を中心に、政府・地方公共団体に課題解決のための提案と専門的知見の提供を行

い、新たな環境に対応するための流通の進化に貢献して参ります。

(1)流通政策・産業政策調査

政府等公的機関からの委託調査事業として、各分野の流通政策・産業政策に関する調

査研究等について、中立的立場からの提案を実施していく計画です。

脱炭素化社会促進に向けた生産・流通・消費分野の取り組み

事業者・ＮＰＯとの連携による事業系食品ロス削減の推進

行政と連携した流通事業者のＥＳＧ・ＳＤＧｓ対応の推進

消費財流通におけるデータ連携と物流効率化の推進

商慣行の改善によるサプライチェーン効率化、生産性向上

地方公共団体等との連携による食品ロス削減の推進

業界団体等との連携による産業別流通の効率化・経営効率化の取り組み

(2)農産物流通・地域活性化に関する政策調査

政府・地方公共団体等公的機関からの委託調査事業として、農産物流通や地域活性

化をテーマとした政策調査を提案してまいります。
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同化を進めます。
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2.政策調査事業

政策調査事業では、流通業の持続可能社会実現への貢献、流通の生産性向上、「ニューノ
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事業やデジタル技術の社会実装事業などの取り組みが活発になっています。新型コロナウイ
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(2)農産物流通・地域活性化に関する政策調査

政府・地方公共団体等公的機関からの委託調査事業として、農産物流通や地域活性

化をテーマとした政策調査を提案してまいります。
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①  農産物の流通高度化・物流効率化に向けた取り組み・実行支援 

②  農産物の輸出促進に向けた調査・実行支援 

③  農産物の海外生産動向や需給見通しに関する調査 

④  農産物流通におけるデジタル化推進のための調査・実行支援 

⑤  東日本大震災からの復興に向けた調査 

⑥  特定産地の農林水産物の販路開拓に向けた調査・実行支援 

⑦  地域ブランド構築に向けた取り組み・実行支援 

⑧  地域活性化の効果的方策の立案・実行支援 
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3.人材開発事業 
 

人材開発事業は、流通・マーケティングの専門調査研究機関としての知識・ノウハウと、

専任スタッフおよび外部の専門家ネットワークを活用して、流通ビジネスに携わる人材の能

力向上に向けて、「流通ビジネススクール」を冠した公開講座を展開します。 

「流通ビジネススクール」で提供する講座は「マーチャンダイジング・店頭開発」、およ

び「流通開発・営業戦略」の２系統に分かれ、それぞれ実務テーマと受講者のスキルや業務

経験に合わせて設計されています。 

マーチャンダイジング・店頭開発系統の講座では、各領域における原理・原則および基本

的な手順やテンプレートの活用を習得することで、「効果的な」提案を「効率的に」作成で

きる人材の育成を目指しています。特にＰＯＳデータやＩＤ－ＰＯＳデータなど、データ活

用を学ぶ講座を通じて、データ活用の知識・スキルを持つ人材を広く育成し、流通業界にお

けるＤＸ化の人的な裾野を広げることにつなげたいと考えています。 

令和４年度も引き続き新型コロナウイルス感染対策として、また遠方の方にも受講してい

ただきやすくするために、オンラインでの開催を中心としてまいります。令和３年度には、

受講者が講義の録画映像を随時視聴できる「オンデマンド」講義のシステムを開発し、３講

座で実施しました。令和４年度では演習やグループワークを行わない講座から、順次オンデ

マンド形式への変更を検討・推進いたします。 

また令和３年度下半期に、ＰＯＳデータ活用のスキルの証明と学びの目標となるべく、

「ＰＯＳデータ活用検定（通称「ＰＯＳ検！」）」を立ち上げ、初回は製配販の企業の他、

小売システム関連企業の方など 100 名を超える方に受検していただきました。令和４年度は

より多くの方に受検していただけるよう、本検定制度の認知度を高める活動を行います。 

 

(1)マーチャンダイジング・店頭開発系講座 

＜初級レベル＞  

①  インストア・マーチャンダイジング基礎講座（半日 オンデマンド ３回） 

短時間で消費者行動の知見に基づく売場づくりの原則（インストア・マーチャンダイ

ジング＝ＩＳＭ）を身につけるための講座です。ＰＯＳデータ活用検定との連携を強

化してまいります。 

1)  消費者購買行動の基礎 

2) 定番売場づくりに関する理論と体系 

3) 販売促進に関する理論と体系 

 

②  ＰＯＳデータ分析・活用基礎講座（半日 オンデマンド ２回） 

ＰＯＳデータ分析・活用の基本を短時間で習得することを目的とした講座です。 

1) 最低限知っておきたいＰＯＳデータ分析の基本 

2) 事例から学ぶ目的別ＰＯＳデータ分析・活用 

  取扱継続、取扱店舗数拡大、新規導入・スペース拡大、価格・販促 
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用を学ぶ講座を通じて、データ活用の知識・スキルを持つ人材を広く育成し、流通業界にお

けるＤＸ化の人的な裾野を広げることにつなげたいと考えています。 
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③  店舗・売場観察力育成講座（半日 オンライン ２回：オンデマンド化検討） 

説得力のあるＭＤ提案やデータ分析に基づく課題の明確化、競合や自店の客観的評価

のために、特定の売場の見方だけでなく、フロア全体や商圏・立地の視点も含め、売

場を観察・理解し、特徴や課題を発見するためのフレームを学びます。 

1) 売場観察の目的と考え方 

2) 店舗環境（商圏・立地、客層）の理解 

3) 店内全体の見方 

4) 定番売場の見方 

 

＜中級レベル＞ 

①  棚割作成講座（半日 オンライン ３回：オンデマンド化検討） 

ＰＯＳデータとＩＳＭ理論を用いて、根拠のある棚割を作成するスキルを習得します 

1) 棚割に関するインストア・マーチャンダイジング理論 

2) データに基づく棚割方針の策定 

3) サブカテゴリーのスペース配分、ＳＫＵ数の決定 

4) 演習 ‐  棚割分析の読み取り・ゾーニング案・品揃え案の作成 

 

②  店頭プロモーション企画立案講座（半日 オンライン ２回：オンデマンド化検討） 

店頭でのショッパー行動を理解し、店頭プロモーション企画において考慮すべき要素、

手法・展開方法、データ活用、効果検証に関する知識・考え方を身につけ、効果的な

企画力の育成と説得力のある提案作成力を養成します。 

1) 店頭プロモーション企画立案の要素 

2) 店頭プロモーション手法に関する基礎知識 

3) プロモーション効果検証 

4) 演習 ‐ データを活用した販促企画演習 

 

③  ＩＤ－ＰＯＳデータ活用講座（基礎編）（半日 オンライン ２回：オンデマンド化

検討） 

カテゴリー売上の伸長を目的としたＭＤ提案での活用を中心に、実務での「活用」を

重視したプログラムでＩＤ－ＰＯＳデータ活用の基礎を学びます。 

1) ＩＤ－ＰＯＳデータの基礎知識 

2) ＩＤ－ＰＯＳデータを用いたＭＤ改善 

3) 演習  
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④  ＩＤ－ＰＯＳデータ活用講座（応用編）（半日 オンライン ２回） 

様々な集計・分析事例を交えた講義と演習を通じて、幅広い領域でＩＤ－ＰＯＳデー

タを活用する考え方・スキルを習得します。 

1) 様々な会員分類の理解と活用 

2) ＩＤ－ＰＯＳデータの活用範囲を広げる 

  •カテゴリーの「買われ方」を知り「売り方」に活かす 

  •ＩＤ－ＰＯＳデータを使った単品分析 

  •期間併買のターゲティング販促への活用 

  •定番棚割りへのＩＤ－ＰＯＳデータの活用 

3) 演習 

 

⑤  提案ストーリー構築力強化講座（1 日 オンライン ２回） 

従来の「提案型営業力育成講座」を令和４年度にリニューアルし、メーカー・卸の営

業担当者が提案先小売チェーンの課題を知り、提案の切り口を見つけ、提案内容を深

め・磨き、しっかりした論理構成とストーリー（流れ）を備えた営業提案を作成する

ためのスキルを育成します。 

1) 提案先企業の課題の理解 

2) 提案内容の磨き方 

3) ピラミッドストラクチャーで説得の論理を構築する 

4) ストーリーボードを用いて提案資料の構成を考える 

 

＜上級レベル＞ 

①  ＩＤ－ＰＯＳデータ活用講座（実践編）（2 日間 オンライン ２回） 

多様な演習を中心としたプログラムにより以下のような獲得目標を前提に、データ分

析に基づく提案作成のための応用力、データ分析の知識、実践力の養成を図ります。 

1) カテゴリーや自社商品の課題に対して適切な分析手法を選択できる 

2) 課題に応じて適切な分析条件（範囲・期間・絞り込み等）を設定できる 

3) 集計結果に応じて適切な深堀り分析を選択・実施できる 

4) 集計結果を正しく読み込み、評価・解釈し、打ち手に落とし込むことができる 

 

②  店頭マーケティングアナリスト養成講座（7 日間 オンライン ２回） 

店頭マーケティングの理論とＰＯＳデータやＩＤ－ＰＯＳデータを活用し、量販チェ

ーンにおけるカテゴリー・マネジメントにおいて、質の高い提案ができる人材を育成

する応用講座で、製･配･販による店頭提案活動を主導できる人材を育成します。 

1) マーケティングデータの分析・評価 

2) 店頭マーケティング施策を立案・実行・指導するプロセス 

3) リテールサポートのための体系的マーケティング知識 
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④  ＩＤ－ＰＯＳデータ活用講座（応用編）（半日 オンライン ２回） 

様々な集計・分析事例を交えた講義と演習を通じて、幅広い領域でＩＤ－ＰＯＳデー
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＜上級レベル＞ 
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2) 課題に応じて適切な分析条件（範囲・期間・絞り込み等）を設定できる 

3) 集計結果に応じて適切な深堀り分析を選択・実施できる 

4) 集計結果を正しく読み込み、評価・解釈し、打ち手に落とし込むことができる 

 

②  店頭マーケティングアナリスト養成講座（7 日間 オンライン ２回） 

店頭マーケティングの理論とＰＯＳデータやＩＤ－ＰＯＳデータを活用し、量販チェ

ーンにおけるカテゴリー・マネジメントにおいて、質の高い提案ができる人材を育成

する応用講座で、製･配･販による店頭提案活動を主導できる人材を育成します。 

1) マーケティングデータの分析・評価 

2) 店頭マーケティング施策を立案・実行・指導するプロセス 

3) リテールサポートのための体系的マーケティング知識 
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(2)流通開発・営業戦略系講座 

＜初級レベル＞ 

①  小売業基礎講座（半日 オンデマンド １回） 

小売業とビジネスを行う様々な業種の方々を対象に、小売業の特性を理解し、小売業

界の構造的な変化を把握するとともに、チェーンストアの業態別営業特性、損益構造、

組織・機能体系など、チェーンストアの基礎的な知識を学ぶ講座です。 

1) 小売業の分類と産業構造 

2) 主要業態の営業特性・損益構造 

3) チェーン小売業の組織と経営課題 

 

＜中級レベル＞ 

①  チェーン小売業態動向講座（１日 オンライン １回） 

企業決算情報などの基礎データと直近の動向をもとに、スーパーマーケット、コンビ

ニエンスストア、ドラッグストア等の主要小売業態に関する「現在」を学ぶ講座です。 

1) 日本の小売業態構造の現状と将来展望 

・日本の小売業態構造の基本的な見方と評価 

・大手小売業の収入構造、損益構造、生産性の見方 

・大手小売業の直近決算および動向の注目点 

2) 総合スーパー主要チェーンの動向 

・直近決算と今期予想 

・成長性・収益性・生産性トレンド分析 

・出店・店舗・商品・販売戦略など 

 

②  卸売流通動向講座（半日 食料品卸編・日用品卸編 会場＋オンライン 1 回） 

食料品及び日用品卸売業各社の決算情報と戦略の動向をもとに卸売流通に関する「現

在」を学ぶ講座です。食料品卸編・日用品卸編に分けて開催します。 

食料品卸編・日用品卸編ともに 

1) 卸売流通の基本的な見方 

2) 食料品（日用品）卸売業の特徴と各社の取り組み比較 

3) 主要食料品（日用品）卸売業各社の動向 

 

(3)ＰＯＳデータ活用検定 

小売業の業務、取引先の協働マーチャンダイジングにおける基本的なＰＯＳデータ活

用の知識・分析スキルを持つことを証明し、また知識・スキルの習得に向けての目標と

なることを目的に令和３年に創設しました。令和４年には年間２回の検定を実施します。 

また、より高度なＩＤ－ＰＯＳデータに関する知識・スキルを証明するための「ＩＤ

－ＰＯＳデータ活用検定」を令和４年度に開設する準備を進めます。 

検定と講座を連携して、データ活用の知識・スキルを持つ人材を広く育成します。 
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4.情報サービス事業

情報サービス事業では、国内外の流通・マーケティングに関する各種情報を収集するとと

もに、それらを情報提供する事業を実施いたします。また、研究開発事業の成果や、政策調

査事業の知見を、機関誌の『流通情報』をはじめとした各種の研究レポート・資料、書籍等

の出版や、ホームページ等を通じて、広く公表する事業を実施してまいります。

(1)機関誌『流通情報』

機関誌『流通情報』（隔月刊）の発刊を通じて、研究開発した成果を論文・資料等と

して公表するとともに、外部の研究者・実務家等の執筆する論文等を加えて、最新の研

究に関する情報を提供いたします。

(2)研究レポート・資料、書籍

研究開発の成果を分野別・テーマ別に研究レポート・資料、書籍等として出版すると

ともに、ホームページ等を通じて広く情報を発信してまいります。

『消費者購買行動年鑑 2022』（スーパーマーケット編、ドラッグストア編）

『小売６業態決算データファイル 2022』

『CATEGORY FACTS BOOK 2022』

(3)市場ＰＯＳデータサービス

メーカー、卸売業を中心に営業ツールとしての活用支援を含めて、市場ＰＯＳデータ

サービスを提供してまいります。

市場ＰＯＳデータ分析サービス「流研ＰＯＳ」（ＮＰＩReport）：全国のスーパー

マーケットおよびドラッグストア約 700 店の単品別ＰＯＳデータの分析ツールをクラ

ウド環境で提供いたします。令和３年にサービス名称を「流研ＰＯＳ」として、活

用支援を含めた、総合的なサービスにリニューアルしました。

市場ＰＯＳデータ分析サポート：流研ＰＯＳを使って製品開発や市場分析、支社等

に向けたレポート発信を行う企業を対象に、レポート作成支援を行います。

市場ＰＯＳデータの販売：流研ＰＯＳで収集したＰＯＳデータを統計や学術研究目

的で利用する官公庁や大学などに向けて加工して提供いたします。

(4)流通データサービス

流通・マーケティングに関する専門誌・ビジネス誌等の情報をデータベース化し、流

通情報データベースを構築して情報検索サービスを実施します。また、政府が公表して

いる消費経済関連統計や、流通関係団体等が公表している販売統計を時系列でとらえ、

一覧性を高めて提供いたします。
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ウド環境で提供いたします。令和３年にサービス名称を「流研ＰＯＳ」として、活

用支援を含めた、総合的なサービスにリニューアルしました。

市場ＰＯＳデータ分析サポート：流研ＰＯＳを使って製品開発や市場分析、支社等

に向けたレポート発信を行う企業を対象に、レポート作成支援を行います。

市場ＰＯＳデータの販売：流研ＰＯＳで収集したＰＯＳデータを統計や学術研究目
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一覧性を高めて提供いたします。
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5.調査・コンサルティング事業

コロナ下での生活は「ニューノーマル」と呼ばれながらも、新型コロナウイルス感染

症の拡大・縮小の波のなかで常に変化しており、消費者の買物行動や商品選択の変化に

繋がっています。流通に携わる企業はこうした消費者の変化への対応に加え、ＳＤＧｓ

に代表される環境対応、人口減少に対応した労働生産性の向上など取り組んでいかなけ

ればなりません。

販売データや消費者の行動データをはじめとする各種データの活用によるマーチャン

ダイジングや販売促進手法の深化から物流の効率化まで、流通業界におけるデジタルト

ランスフォーメーションは、こうした消費者の変化や環境対応、労働生産性向上などに

向けて推進していかなければならない大きなテーマと言えます。

また、地域・農業分野では、コロナ禍における巣籠り生活やネットシフトはブランデ

ィングなどを活用した需要創造の大きなチャンスとなりました。

調査・コンサルティング事業では、①小売企業の変化対応支援、②メーカー・卸売業

の営業支援、③農業・地域振興の各分野で個別企業の上記のような喫緊の課題への対応

支援を通じ、流通に関わる企業の革新と活性化に資することを目指します。

また④として、個別企業向け研修を通じて、流通経済研究所が有するデータ活用スキ

ル、営業提案ノウハウや流通関連情報の提供・普及を通じて、メーカー・卸売業の営

業・営業企画系、小売業の商品部系、それぞれの人材育成支援を行います。

(1)小売業の変化対応支援分野

買物行動・購買行動の変化への対応をはじめとする、小売業各社および小売業界全般

が抱える課題点に対し、新たな調査やこれまで実施してきた各種研究会・政策調査等の

実績をもとに、提言・コンサルティング活動を行います。

小売顧客への調査の企画・実施とその結果に基づくＭＤ・顧客対応の改善支援

小売業態構造や市場規模に関する将来予測・分析と対応の提言

流通各社の物流効率化や環境対応に向けた調査・コンサルティング

流通業界団体による研究会等の支援・サポート など

(2)メーカー・卸売業の営業支援分野

消費者の意識や買物行動の変化、各業態や主要小売企業の動向に関する調査・研究お

よびこれまでの店頭・消費者研究のノウハウやインストア・マーチャンダイジングの調

査知見を活用し、メーカーや卸売業の戦略策定から営業提案資料作成やそのための市場

調査まで、様々な支援を行います。

消費者の買物行動に関する調査、各小売業態に関する調査やこれまでの知見、業態構

造や市場規模に関する将来予測・分析などに基づくメーカー・卸売業の営業政策・チ
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ャネル戦略等の策定支援

営業提案のベースとなる消費者調査・購買データ分析

小売各社への営業提案に向けた、各種マーケティング資料の企画・作成

消費増税やコロナ禍などマクロ経済環境の変化が流通に与える影響レポートの作成

小売業が開催するＭＤ研究会対応の支援・サポート

店頭実験を通じた販促手法の評価および販促手法開発

動画解析など新たな技術導入に関する調査・実験 など

(3)農業・地域振興分野

農業分野の活性化は、産業育成に留まらず地方創生や農産品の輸出拡大とも関連し、

その重要性が高まっています。流通経済研究所では、流通・マーケティング分野から農

林水産物・食品事業者のコンサルティング事業や市場調査、ブランド育成等を行います。

合わせて、事業者や関連団体を対象とした教育支援事業を実施します。

農林水産物・食品事業者の事業およびブランド育成支援

小売業の農産品売場の活性化に向けたコンサルティング事業

国内外の農林水産物市場調査

事業者や関連団体を対象とした教育支援事業 など

(4)個別企業向け教育事業

メーカー・卸売業、小売業各社を対象とし、流通ビジネススクールの公開講座等をベ

ースに、個々の企業ニーズに基づき既存のカリキュラムをカスタマイズあるいは新規に

カリキュラムを開発し、個別企業向けに研修を実施します。

小売業向け研修：バイヤーや店長に求められるマーチャンダイジングの基本、ＰＯＳ

データや棚割データ等の分析手法、インストア・マーチャンダイジングに基づく売場

作りの定石等の修得を目指します。

卸売業向け研修：卸売業に求められる店頭サポート、データ分析手法の修得を目指し

ます。

メーカー向け研修：各社の取扱商品や重点チャネルなどの企業ニーズに添う形で、カ

テゴリー・マネジメントや営業提案手法の習得の他、新入社員に向けた流通や売場づ

くりに関する基礎的な知識の習得やデータ分析実習などのトレーニングを行います。

6.その他

(1)政府・地方自治体等への委員の派遣

(2)大学への講師派遣
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5.調査・コンサルティング事業

コロナ下での生活は「ニューノーマル」と呼ばれながらも、新型コロナウイルス感染

症の拡大・縮小の波のなかで常に変化しており、消費者の買物行動や商品選択の変化に

繋がっています。流通に携わる企業はこうした消費者の変化への対応に加え、ＳＤＧｓ

に代表される環境対応、人口減少に対応した労働生産性の向上など取り組んでいかなけ

ればなりません。

販売データや消費者の行動データをはじめとする各種データの活用によるマーチャン

ダイジングや販売促進手法の深化から物流の効率化まで、流通業界におけるデジタルト

ランスフォーメーションは、こうした消費者の変化や環境対応、労働生産性向上などに

向けて推進していかなければならない大きなテーマと言えます。

また、地域・農業分野では、コロナ禍における巣籠り生活やネットシフトはブランデ

ィングなどを活用した需要創造の大きなチャンスとなりました。

調査・コンサルティング事業では、①小売企業の変化対応支援、②メーカー・卸売業

の営業支援、③農業・地域振興の各分野で個別企業の上記のような喫緊の課題への対応

支援を通じ、流通に関わる企業の革新と活性化に資することを目指します。

また④として、個別企業向け研修を通じて、流通経済研究所が有するデータ活用スキ

ル、営業提案ノウハウや流通関連情報の提供・普及を通じて、メーカー・卸売業の営

業・営業企画系、小売業の商品部系、それぞれの人材育成支援を行います。

(1)小売業の変化対応支援分野

買物行動・購買行動の変化への対応をはじめとする、小売業各社および小売業界全般

が抱える課題点に対し、新たな調査やこれまで実施してきた各種研究会・政策調査等の

実績をもとに、提言・コンサルティング活動を行います。

小売顧客への調査の企画・実施とその結果に基づくＭＤ・顧客対応の改善支援

小売業態構造や市場規模に関する将来予測・分析と対応の提言

流通各社の物流効率化や環境対応に向けた調査・コンサルティング

流通業界団体による研究会等の支援・サポート など

(2)メーカー・卸売業の営業支援分野

消費者の意識や買物行動の変化、各業態や主要小売企業の動向に関する調査・研究お

よびこれまでの店頭・消費者研究のノウハウやインストア・マーチャンダイジングの調

査知見を活用し、メーカーや卸売業の戦略策定から営業提案資料作成やそのための市場

調査まで、様々な支援を行います。

消費者の買物行動に関する調査、各小売業態に関する調査やこれまでの知見、業態構

造や市場規模に関する将来予測・分析などに基づくメーカー・卸売業の営業政策・チ
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ャネル戦略等の策定支援

営業提案のベースとなる消費者調査・購買データ分析

小売各社への営業提案に向けた、各種マーケティング資料の企画・作成

消費増税やコロナ禍などマクロ経済環境の変化が流通に与える影響レポートの作成

小売業が開催するＭＤ研究会対応の支援・サポート

店頭実験を通じた販促手法の評価および販促手法開発

動画解析など新たな技術導入に関する調査・実験 など

(3)農業・地域振興分野

農業分野の活性化は、産業育成に留まらず地方創生や農産品の輸出拡大とも関連し、

その重要性が高まっています。流通経済研究所では、流通・マーケティング分野から農

林水産物・食品事業者のコンサルティング事業や市場調査、ブランド育成等を行います。

合わせて、事業者や関連団体を対象とした教育支援事業を実施します。

農林水産物・食品事業者の事業およびブランド育成支援

小売業の農産品売場の活性化に向けたコンサルティング事業

国内外の農林水産物市場調査

事業者や関連団体を対象とした教育支援事業 など

(4)個別企業向け教育事業

メーカー・卸売業、小売業各社を対象とし、流通ビジネススクールの公開講座等をベ

ースに、個々の企業ニーズに基づき既存のカリキュラムをカスタマイズあるいは新規に

カリキュラムを開発し、個別企業向けに研修を実施します。

小売業向け研修：バイヤーや店長に求められるマーチャンダイジングの基本、ＰＯＳ

データや棚割データ等の分析手法、インストア・マーチャンダイジングに基づく売場

作りの定石等の修得を目指します。

卸売業向け研修：卸売業に求められる店頭サポート、データ分析手法の修得を目指し

ます。

メーカー向け研修：各社の取扱商品や重点チャネルなどの企業ニーズに添う形で、カ

テゴリー・マネジメントや営業提案手法の習得の他、新入社員に向けた流通や売場づ

くりに関する基礎的な知識の習得やデータ分析実習などのトレーニングを行います。

6.その他

(1)政府・地方自治体等への委員の派遣

(2)大学への講師派遣
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（正味財産増減予算書形式） (単位：円）

科　　　　　　目 予算額 前年度予算額 差額 備考

Ⅰ. 一般正味財産増減の部

1･経常増減の部

（1）経常収益

　①事　業　収　入 820,000,000 780,000,000 40,000,000
　②受 取 寄 付 金 0 0 0
　③雑　収　入 565,000 508,000 57,000

受取利息 25,000 38,000 -13,000
受取配当金 540,000 470,000 70,000

経常収益　計 820,565,000 780,508,000 40,057,000
（2）経常費用

①事　業　費 802,709,260 751,631,125 51,078,135
役員報酬 47,166,667 47,542,500 -375,833
給料手当 168,573,932 148,602,579 19,971,353
賞与引当金繰入 24,714,297 22,511,211 2,203,086
退職給付費用 11,354,157 9,680,808 1,673,349
法定福利費          39,113,151 29,749,009 9,364,142
福利厚生費              3,864,000 3,516,000 348,000
交通費 23,876,719 24,094,283 -217,564
通信費 4,064,286 4,739,757 -675,471
事務用消耗品費 20,284,003 16,533,338 3,750,665
業務委託費 231,723,900 223,673,549 8,050,351
研究開発費 79,611,119 71,918,963 7,692,156
会場費 12,622,545 22,262,400 -9,639,855
諸謝金 23,086,851 23,435,057 -348,206
資料費 7,309,667 7,601,000 -291,333
印刷費 15,341,908 19,964,485 -4,622,577
家賃共益費          30,301,585 27,653,644 2,647,941
諸会費 1,396,307 1,295,550 100,757
会議費 2,898,077 2,844,512 53,565
広報費 6,379,309 6,216,372 162,937
交際費 2,077,339 1,303,572 773,767
租税公課            568,548 593,768 -25,220
減価償却費      12,499,476 6,164,779 6,334,697
雑給 24,901,684 22,786,200 2,115,484
雑費 8,979,733 6,947,789 2,031,944

②管　理　費 17,855,740 28,876,875 -11,021,135
役員報酬 4,833,333 4,107,500 725,833
給料手当 5,350,047 3,820,021 1,530,026
賞与引当金繰入 1,031,370 2,667,389 -1,636,019
退職給付費用 593,757 824,276 -230,519
法定福利費          1,376,653 4,095,142 -2,718,489
福利厚生費              136,000 484,000 -348,000
交通費 204,000 726,000 -522,000
通信費              68,000 363,363 -295,363
事務用品費      590,206 1,256,343 -666,137
業務委託費 547,502 2,326,709 -1,779,207
家賃共益費          996,015 3,531,956 -2,535,941
諸会費 28,900 100,569 -71,669
会議費 903,400 812,100 91,300
広報費 6,800 21,780 -14,980
交際費 371,066 1,310,341 -939,275
租税公課            11,900 48,400 -36,500
減価償却費  81,271 145,063 -63,792
雑給                534,582 1,811,721 -1,277,139
雑費 190,938 424,202 -233,264

経常費用計 820,565,000 780,508,000 40,057,000

当期経常増減額 0 0 0
2・経常外増減の部

(１)経常外収益 0 0 0
(２)経常外費用 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 0 0 0
一般正味財産期首残高 514,570,095 514,570,095 0
一般正味財産期末残高 514,570,095 514,570,095 0

Ⅱ指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 136,250,000 136,250,000 0
指定正味財産期末残高 136,250,000 136,250,000 0

Ⅲ正味財産期末残高 650,820,095 650,820,095 0

正味財産増減予算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日
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（正味財産増減予算書形式） (単位：円）

科　　　　　　目 予算額 前年度予算額 差額 備考

Ⅰ. 一般正味財産増減の部

1･経常増減の部

（1）経常収益

　①事　業　収　入 820,000,000 780,000,000 40,000,000
　②受 取 寄 付 金 0 0 0
　③雑　収　入 565,000 508,000 57,000

受取利息 25,000 38,000 -13,000
受取配当金 540,000 470,000 70,000

経常収益　計 820,565,000 780,508,000 40,057,000
（2）経常費用

①事　業　費 802,709,260 751,631,125 51,078,135
役員報酬 47,166,667 47,542,500 -375,833
給料手当 168,573,932 148,602,579 19,971,353
賞与引当金繰入 24,714,297 22,511,211 2,203,086
退職給付費用 11,354,157 9,680,808 1,673,349
法定福利費          39,113,151 29,749,009 9,364,142
福利厚生費              3,864,000 3,516,000 348,000
交通費 23,876,719 24,094,283 -217,564
通信費 4,064,286 4,739,757 -675,471
事務用消耗品費 20,284,003 16,533,338 3,750,665
業務委託費 231,723,900 223,673,549 8,050,351
研究開発費 79,611,119 71,918,963 7,692,156
会場費 12,622,545 22,262,400 -9,639,855
諸謝金 23,086,851 23,435,057 -348,206
資料費 7,309,667 7,601,000 -291,333
印刷費 15,341,908 19,964,485 -4,622,577
家賃共益費          30,301,585 27,653,644 2,647,941
諸会費 1,396,307 1,295,550 100,757
会議費 2,898,077 2,844,512 53,565
広報費 6,379,309 6,216,372 162,937
交際費 2,077,339 1,303,572 773,767
租税公課            568,548 593,768 -25,220
減価償却費      12,499,476 6,164,779 6,334,697
雑給 24,901,684 22,786,200 2,115,484
雑費 8,979,733 6,947,789 2,031,944

②管　理　費 17,855,740 28,876,875 -11,021,135
役員報酬 4,833,333 4,107,500 725,833
給料手当 5,350,047 3,820,021 1,530,026
賞与引当金繰入 1,031,370 2,667,389 -1,636,019
退職給付費用 593,757 824,276 -230,519
法定福利費          1,376,653 4,095,142 -2,718,489
福利厚生費              136,000 484,000 -348,000
交通費 204,000 726,000 -522,000
通信費              68,000 363,363 -295,363
事務用品費      590,206 1,256,343 -666,137
業務委託費 547,502 2,326,709 -1,779,207
家賃共益費          996,015 3,531,956 -2,535,941
諸会費 28,900 100,569 -71,669
会議費 903,400 812,100 91,300
広報費 6,800 21,780 -14,980
交際費 371,066 1,310,341 -939,275
租税公課            11,900 48,400 -36,500
減価償却費  81,271 145,063 -63,792
雑給                534,582 1,811,721 -1,277,139
雑費 190,938 424,202 -233,264

経常費用計 820,565,000 780,508,000 40,057,000

当期経常増減額 0 0 0
2・経常外増減の部

(１)経常外収益 0 0 0
(２)経常外費用 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 0 0 0
一般正味財産期首残高 514,570,095 514,570,095 0
一般正味財産期末残高 514,570,095 514,570,095 0

Ⅱ指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 136,250,000 136,250,000 0
指定正味財産期末残高 136,250,000 136,250,000 0

Ⅲ正味財産期末残高 650,820,095 650,820,095 0

正味財産増減予算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日
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