
いよいよ、次の10年に向けた
成長ステージに。変えるべきものを
すべて変えて、新たな変革を起こします。

代表取締役社長執行役員（CEO） 兼 CDTO

杉江 俊彦
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統合10周年、次の成長に向けた
一歩を踏み出す

　代表取締役社長執行役員の杉江俊彦です。2008年に誕
生した三越伊勢丹グループは、今年度で統合10周年の大き
な節目を迎えました。この間、業態を超えた競争はさらに激化
し、消費は「モノ」から「コト」へ変化するなど、ライフスタイルの
多様化が進んできました。
　このような事業環境の中、持続的な成長を実現するために、
2017年度から、グループ内の不採算事業の見直しやコスト
構造などの改革を、役員や従業員と膝をつき合わせ、議論を
深めながら、スピード感を持って推し進めています。その結果、
ようやく次の成長ステージを見据えた一歩を踏み出せる状況
となりました。

「人と時代をつなぐ」ことこそが、
私たちの使命

　そこで、今年度から新たに三越伊勢丹グループの存在意義
であり、めざす姿である「私たちの考え方」を掲げ、次の成長に
向けて「人と時代をつなぐ」改革を加速しています。
　明治維新以降、近代化が進む中で、三越は1904年に「デ
パートメントストア宣言」を行い、いち早く旧来の呉服店から近
代小売店への転換を果たしました。店頭では、舶来の化粧品
や子供服、鞄、靴など取扱商品を増やし、近代化における文化
形成に大きな役割を果たしました。
　百貨店が、明治時代に誕生してから115年もの長きにわ
たって存在し続けているのは、衣・食・住のすべてを取り揃えた、
魅力あるビジネスモデルだったからです。
　しかし、今から30年ほど前に、婦人服を中心とする販売スタ
イルに大きく舵をきりました。当時はまだバブル景気が始まっ
たばかり。ニーズが高く、消費を牽引していた女性向けで、なお
かつ利益率の高い婦人服中心のビジネスモデルは、大成功を
収めました。しかし、利益が上がったことでいつしか慢心し、百
貨店はそこで進化を止めてしまいました。
　過去の大きな変革を見てみると、自家用車の普及に先駆け
て日本で初めて作った伊勢丹新宿本店の自走式駐車場や、
婦人服のサイズがS・M・Lだった時代に5号から15号まで6段
階のサイズ体系を確立したことなど、三越伊勢丹グループは、
他の百貨店に先んじたアイデアを提案・発信することで、お客
さまからの信頼を積み重ねてきました。また、デパ地下のような
世界にはない独自のアイデアを生み出したのも、日本の百貨
店でした。

　過去の革新的な体質を復活させ、もう一度、変革を生み出
せる企業風土を作らなければ、百貨店に未来はありません。
　今は、インターネットで簡単にモノが買える時代です。これ
から私たちがやるべきことは、単純にモノを売るのではなく、イ
ンターネットではできない「人と時代をつなぐ」こと。この「つな
ぐ」ことこそが、私たち三越伊勢丹グループの使命だと考えて
います。

変革を起こしてきた風土と気概、
マインドを取り戻す

　しかし、百貨店は他の業種に比べると人を介して価値を生
み出している要素が多いので、変革には相応の時間がかかり
ます。素晴らしい技術を持つ人材のヘッドハンティングや企業
のM&Aだけで改革が進むわけではないからです。
　トップダウンですぐに変えられることはわずかで、それぞれの
立場の人たちが変わる意識を持ったうえで、店舗一つひとつ
が変わらなくては改革は進みません。
　そのために今年度は、変革を進めていく風土と気概を、社内
にしっかりとつくり上げていく方針です。守りに入らず、従業員
一人ひとりが、自分のやるべきことを見定めて、動き出せる環境
を整えていくために、全従業員には「すべてを変えていこう」と
伝えています。
　百貨店の使命は、「お客さまに豊かな生活や、豊かな気持ち
を提供する」ことです。これまでは、店舗に付加価値の高い商
品をとり揃え、お客さまに販売することで、豊かな生活、豊かな
気持ちになっていただけると信じてきました。しかし、テクノロ
ジーが進化した今は、インターネットを介して情報を得ること
ができます。お客さまに対する基本的な姿勢は守りながら、お
客さまとコミュニケーションをとる方法や手段は、すべて変えて
いかなくてはなりません。

「私たちの考え方」スタートにあたっての社内説明会
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優先すべきは、
デジタルトランスフォーメーション
　
　今、最も優先すべきことは、デジタルトランスフォーメーショ
ンへの対応です。スマートフォンが普及して約10年。今や、ほと
んどのお客さまがスマートフォンを活用して情報を集め、発信
し、買物をしたり、サービスを受け取ったりと、生活は一変しま
した。このような大きな変化に、百貨店ビジネスは今までのとこ
ろ対応できておらず、今こそスピード感を持って変革していか
なくてはなりません。
　昔はテレビでコマーシャルを流せば、お客さまは興味を示し
てくださいましたが、今は、インターネットの口コミですべてが
覆されてしまいます。また、店舗に向かう前に、これから行く店
舗で今何が行われているのかという情報を把握できるため、
他の商業施設などでもっと興味のある催しを行っていた場合
は、簡単に行き先を変更されてしまいます。
　これからは、さらに情報発信力を高め、お客さまの行く先を
変更させないための仕組みづくりを急がなくてはなりません。
そのための投資は惜しまないつもりです。

デジタルトランスフォーメーションによる
お客さま満足の向上

　また、人口減少時代に突入し、人材の採用がさらに難しくな
るのは間違いなく、将来的には、この要員不足分もデジタルで
補う必要があります。
　現在は、店舗で展開しているお買場※ごとにお客さまの情報
管理をしているため、そのお買場にご来店いただいた際には、お
得意様としての対応ができますが、情報を共有できていない別
のお買場では、お得意様としての同様の応対ができていません。
　将来的には、お客さまがご来店された際には、最初にお買
物をされたお買場でご来店情報を把握し、情報を全店で共有

次の時代を見据えた改革を
積極的に進めます。

したうえで、対応することが必要です。人の力だけでは難しい
この情報管理も、デジタルを介せば可能になります。
　また、三越伊勢丹グループでは、他の百貨店が持っていな
い、エムアイカード利用者の購買データを、単品ベースで分析
することができます。そのデータを活かすとともに、エムアイ
カードをお持ちのお客さまが、何を見て来店してくださったの
か、来店前にインターネットでどのようなものを検索されてい
たのか、などを把握することができれば、サービスの質がもっと
上がり、お客さまにより高い満足感を得ていただけるはずです。
　このようなサービスや接客のレベルを向上させると同時に、
人材の不足を補うには、デジタルトランスフォーメーションが
不可欠です。人間は家の中だけに閉じこもって生きてはいけま
せんが、これからますます店頭での販売シェアは減り、インター
ネットでの販売シェアが伸びてくるでしょう。このような、次の
時代を見据えた改革においては、三越伊勢丹グループが、業
界トップを走っていかなければならないと痛感しています。

保有資産の有効活用は
長期的な視点で進める

　来るべき時代への体制づくりは、今からしっかりと考えてい
かなければならない課題のひとつです。将来に向けてリアル店
舗をどうしていくのか。そして、仮にリアル店舗の規模を縮小し
た場合、保有する不動産などの資産をどのように有効活用す
べきかです。
　三越伊勢丹グループは、日本の上場企業の中でも有数の不
動産を保有している企業です。その資産をどう有効活用してい
くのかは、いつの時代も大きな課題です。
　例えば、伊勢丹新宿本店の周辺には駐車場をはじめ多くの
保有資産があります。将来的にこれらを再開発して収益力を
高めていくための検討は時間をかけて行っています。他の店舗
でも同じような課題がありますが、いずれも長期的な視点で見

※三越伊勢丹グループでは、買っていただくお客さまを中心に考え、売場のことを「お買場」と呼んで
います。
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直しが必要なので、今から着手しておかなくてはいけないと考
えています。
　少なくとも、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開
催までは、海外からも多くのお客さまのご来店が見込めますの
で、この間に次の時代を視野にいれた改革を進めておかなくて
はならない。これは今の経営陣で一致した共通の考えです。

あらゆる構造改革を推進

　私が社長に就任して一年が経ちました。就任当初、経営陣
の中で話しあった課題を分類すると、「長年積み残してきてし
まった課題」と、「この数年の間に新たに生まれた課題」の二つ

に大別することができます。
　いずれの課題も痛みを伴う改革が不可避であり、それは経
営トップが交代したタイミングにこそ進めやすいものです。今
の経営陣の中で優先順位をつけながら、不採算事業やコスト
構造などあらゆる構造改革を積極的に進めています。
　例えば、苦戦が続いていた子会社で食品スーパー事業を手
掛ける三越伊勢丹フードサービスです。黒字化に向け店舗改
装などのてこ入れを行ってきたものの業績回復が見込めな
かったため、株式の66%を投資ファンドの丸の内キャピタルに
売却し、2018年4月に会社分割を行いました。
　また、2018年3月に伊勢丹松戸店の営業を終了したほか、
2019年9月には伊勢丹相模原店・伊勢丹府中店、2020年3

月には新潟三越の営業終了を予定するなど、不採算店舗の見
直しも推し進めています。
　構造改革をスタートした当時は、長年積み残してきた課題
を解決するには2年以上かかると考えていましたが、この一年
で優先順位が高いものに関しては、改革を実行しています。も
ちろん、まだ途上の案件もありますが、検討を進めているところ
で早く方向性を決め、実行に移していきます。
　ステークホルダーの皆さまからはこの一年間で、「次の成長
ステージが見えない」といったご意見を頂戴することもありま
したが、不採算案件の見直しやコスト削減のための改革が進
み、今年度、ようやく次の10年に向けた成長の話ができるよう
な状況となりました。
　引き続き、「守り」を固めるとともに、新たな「攻め」の施策を
加え、守りと攻めの両輪がうまく機能するように、一段の改革
を進めていきます。

店舗単位より細かいレベルでの
「利益の見える化」へ

　社長就任時、「利益の見える化」をすることが重要な課題で
した。例えば、ある店舗が赤字なのか、黒字なのかはわかって
いても、「なぜ赤字なのか」というところがしっかりとは検証で
きていませんでした。そこで、昨年度から、まずはフロア別、お買
場別、さらに催事別に細分化し、利益を検証することを始めま
した。その結果、各担当者が創意工夫をするようになり、黒字
化が進むなど、効果が出始めました。
　この取り組みを始めて一年が経ち、コスト削減により黒字化
し始めたものも出てきましたが、売上を増やせなければ、いず
れ限界がくるはずです。
　そこで今年度からは、コスト削減のステージから、コスト組み
換えによる利益最大化のステージにステップアップしていきます。現場マネージャーとの「私たちの考え方」浸透についての対話の場
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　現在は売上が増減したとしても、それに対応するコスト比率
はあまり変わらない状況です。コストは、利益を上げるための
経費の一部ですが、それを効果的に配分することが大切です。
そこを根本的に変えなくては、利益体質へと変わることができ
ません。改革2年目の今年度は、今までの考え方を徹底的に変
えるための動きを強めていくつもりです。

ポテンシャルの高い「基幹店」中心に
再活性化

　基幹店は、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催
まで国内外から多くのお客さまがご来店されることが見込まれ
ます。2017年度、伊勢丹新宿本店は、バブル真っ只中の
1991年の過去最高売上に次ぐ売上を記録しました。
　三越銀座店は過去最高売上を更新して、これまでの10年
間に試行錯誤を重ねた結果が数字で実証されたことに、大き
な手ごたえを感じています。
　今後も、2020年に向けて、販売を強化するため、基幹店へ
の積極的な投資を引き続き進めていく方針です。
　例えば伊勢丹新宿本店では、10年前に比べると化粧品の
売上高が3倍程度に増えているにも関わらず、お買場の面積
は変わっていません。明らかに、スペースが狭すぎて、お客さま
にご迷惑をおかけしているため、面積を広げれば、さらに売上
を伸ばすことができると考えています。
　また、三越日本橋本店は、これまで宝飾や時計などのハイエ
ンドブランドが十分ではありませんでしたが、新館に導入した
ブランドショップでは、順調に売上が伸びています。
　このように、徹底的に利益を上げられる店づくりにこだわっ
て、まずは基幹店に集中して投資を行っていきます。基幹店で
利益を積み上げることができれば、新たな成長への投資を行
うことができます。足元の売上が堅調に推移しているこの時期
に集中して、基幹店の改革を推し進め、キャッシュフローを拡

強みである「人」と、「デジタル」の融合で
お客さまに新しい価値を提供します。

大させ、再投資を可能とする強固な財務体質を築いていきま
す。キャッシュフローを拡大させることができれば、次の成長ス
テージで挑戦できることが増えるからです。強みである「人」と、
「デジタル」の融合でお客さまに新しい価値を提供します。

IT・店舗・人の力を活用した「新時代の
百貨店」プラットフォーマーをめざして

　2018年11月に発表した3ヶ年計画（2019～2021年度）
で大きな軸になっているのがグループの強みを活かした「事業
構造の転換」です。EC・通販企業各社が存在感を増す中、三
越伊勢丹グループもデジタル分野での新規事業の構築を急
がなくてはなりません。
　そこで、IT・店舗・人の力を活用して、EC（オンライン）・店舗
（オフライン）をつなぎ、人の強みを活かして新しい価値を生み
出していく三越伊勢丹グループにしかできない新時代の百貨
店をめざしていきます。
　これからの時代に大切なのは、「人」+「AI」で、どれだけお客
さまと対話をしていけるかということです。三越伊勢丹グルー
プには、お客さまと対話し提案することを通じて新たな価値を
生み出せる人材がたくさんいますので、間違いなくこのプラット
フォームを構築できると確信しています。
　一例として、店頭にいるスタッフが情報の発信力を磨いたう
えで、お客さまへの提案事例をデジタル上に記録し、AIに教え
込みます。さらに、お客さまとのメールのやりとりなども記録す
ることで、AIは成長していきます。
　すでに、三越日本橋本店ではデジタル化に向けた人材育成
の新しいモデルを導入し始めています。一部のお買場だけを
担当するのではなく、フロアの商品全体を把握し、販売・提案
できるスタッフが育てば、欲しい商品に行きつけずにお困りの
お客さまを、本当に欲しいものにご案内することができます。現
在、その先を見据えた新事業の種をまき始めています。
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　この他にもデジタルを活用した新たな取り組みとして2019

年春には、スタイリストとのチャットカウンセリングによりお客さ
まがご来店せずにパーソナライズされた商品をご自宅にお届け
する「パーソナルスタイリング」や、最大級の品揃えとお客さま
の欲しい商品が見つかる情報とコンテンツ、利便性を兼ね備え
た「統合コスメサイト」をスタートする予定です。

変化する社会からの課題、
要請に応えるESGの取り組み

　企業を取り巻く社会環境は大きく変化しており、CSRにお
いてもESGやSDGsの視点を踏まえ、変化する社会からの課
題、要請に応えていく必要があります。三越伊勢丹グループで
は「人をつなぐ」「持続可能な社会をつなぐ」「地域社会・時代
をつなぐ」をESGのマテリアリティとして、今後強化していきま
す。また、今年度よりサステナビリティ推進会議を設置、5月に
はステークホルダーの皆さまに向けて当社グループのCSR調
達の考え方である「三越伊勢丹グループ調達方針」を発信し
ました。今後はその実効性を高めていきます。
　このような施策は、単発で終わらせることなく継続して行っ

ていくことが大切なので、今後は推進体制を明確化し、世の中
のために社会課題解決につなげるのと同時に、三越伊勢丹グ
ループにとっても独自の価値創造につながる施策を行ってい
きたいと考えています。

ステークホルダーの皆さまとの対話を
今まで以上に推進

　これまでも、コーポレート・ガバナンスの体制については、真
摯に取り組んできました。これは日本企業の中でも優れている
方だと自信を持っています。
　例えば、指名報酬委員会は、年間に10回以上開催しており、
統合からの開催はすでに110回を超えています。
　また、百貨店などの小売業ではレピュテーション（評判・評
価）が命ですから、お客さまに信頼いただける体制づくりに最
大の力を注いでいます。
　しかしながら、今までは推進してきたことをしっかり開示して
こなかったという反省がありますので、今年度からは三越伊勢
丹グループの良さを、投資家の皆さまに知っていただくために
も日々行っていることを積極的に開示していきます。
　さらに、ステークホルダーの皆さまとの対話も今まで以上に
進めていく方針です。コーポレート・ガバナンスは一度決めた
ら終わりというものではなく、投資家の皆さまを始めとするス
テークホルダーの方 と々の対話の中で醸成していくものだと考
えています。
　株主総会でも、株主さまからいただいたご意見・ご質問など
に対して、社長である私ができる限りお答えするようにしていま
す。より多く、また、幅広い方 と々対話を重ね、いただいたアド
バイスを経営方針の中に取り入れていくことが株式会社の一
番正しい姿だと信じています。正しく開示して、議論を深め、真
摯な対話をしていきたいと思っています。3ヶ年計画（2019～
2021年度）では中期的なKPIとして2019年度は連結営業利益
350億円・ROE 3.7%、2021年度は連結営業利益500億円・
ROE 5.0%の達成をめざします。
　現在当社のROE（自己資本利益率）が低いことは十分に認
識しており、早期に業界水準までには引き上げないといけない
と考えています。そのために、今まで以上に当期純利益とROE

を意識した経営をしていく方針です。例えば、自社株買いを含
めた株主還元や、「稼ぐ力を強化する」ための議論を経営陣で
積極的に進めていきます。
　株主をはじめステークホルダーの皆さま、今後とも一層のご
支援をお願い申し上げます。
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