
環境の変化を、ビジネスチャンスへ。
お客さまとモノ・コトをプラットフォームでつなぐ「新時代の百貨店」をめざして
三越伊勢丹グループが誕生して10年以上経ち、私たちを取り巻く環境は大きく変化しました。
引き続き、デジタル化のさらなる進化や人口減少などが想定されるなかで、
次の成長に向けた3ヶ年計画（2019～2021年度）を策定、今年度より進めています。
私たちを取り巻く様々なリスクや環境の変化をチャンスととらえて、
IT・店舗・人の強みを生かした新たなビジネスや価値を創造し、新時代の百貨店として成長していきます。

「人」と「時代」をつなぐ

三越伊勢丹グループへ

暖 簾 顧 客 人 材

不動産 国内・海外
店舗

不動産
事業

金融
事業

オンライン
事業

オフライン
事業

三越伊勢丹グループの強みと事業構造

社会トレンドの大きな変化

3持続可能な社会の確立

少子・高齢化の加速
都市部への集中と地方過疎化
アセアン・インド・アフリカ等の人口増加
アジア・アフリカ地域の経済成長

1人口動態の変化

IT革命による環境の変化
シェアリングエコノミーの拡大

2デジタル・テクノロジーの進化

消費の二極化の加速
世界的な富裕層の拡大
ミレニアル世代の台頭
インバウンド需要の拡大
オーバーストア

4顧客絶対数の減少

リアル店舗型小売業へのニーズの変化
ECの台頭
購買・決済方法の多様化
物流・サプライチェーンの変化
所有から共用へニーズのシフト
セカンドマーケットの拡大
顧客ニーズの多様化（モノからコト・体験）

5ITによる環境変化

三越伊勢丹グループを取り巻く
環境の変化

三越伊勢丹グループの「強み」

三越伊勢丹グループの「事業」

社会トレンドの大きな変化

中期経営計画
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ESGマテリアリティの推進 サステナビリティ推進 P.27
コーポレート・ガバナンス体制の強化 P.31

コスト構造改革

不動産・金融事業の 
顧客接点拡大

デジタルを加えた 
新しい顧客体験の提供

オンライン（EC）・オフライン
（店舗）のシームレス化
最高の顧客体験の提供

3ヶ年計画における取り組み

お客さま

モノ・コト

プラットフォーム

ターゲット顧客の固定化（富裕層・ミレニアル世代・インバウンド）
ハイエンドマーケットへの対応
基幹店リモデル P.16-17
デジタルを活用した新しい顧客体験 P.18

オンライン（EC）・オフライン（店舗）のシームレス化 P.17
オンラインによる新規ビジネスの拡大 P.20

海外不動産複合開発への参画 P.22

事業・コスト構造の改革

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）

今後の価値創造の方向性

　当社は2018年統合10年を機に、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」として、“人と時代をつな
ぐ三越伊勢丹グループ”を掲げ、企業の方向性を明確に定めました。その考え方のもと、IT・店舗・人の力を活用した「新時代の百貨店」を
めざして取り組みを進めています。
　もともと百貨店は店舗でお買物だけでなく食事や娯楽も楽しめる場の役割を果たしてきましたが、時代が変わるにつれてお客さまの
ニーズも変化してきました。もう一度従来の百貨店とは異なる新しいつなぎ手になるということが私たちのめざす姿です。
　ITの急速な発展により、世界中のモノ・コトの情報がつながり、お客さまの購買行動も大きく変化している中、ITを活用して、「三越伊勢
丹グループの強み」と「事業構造」を掛け合わせて強みを最大化させ、新たな事業戦略とインフラの整備に取り組むことで、「オンラインと
オフラインでお客さまとモノ・コト・情報をマッチングするつなぎ手」として新たな価値創造をめざしています。
　国内外の店舗・保有不動産・暖簾・顧客・人材といった強みをもとに、百貨店の新しい事業（オンライン・オフライン）・不動産事業・金
融事業を核に新たな枠組みで事業を転換し、今までにない顧客体験を提供することで、私たちのお客さまと時代との絆を深め、人と時代
をつなぐ役割を果たしていきます。

INTEGRATED REPORT 2019
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三越伊勢丹グループの3ヶ年計画

めざす姿

3ヶ年計画の骨子

1 オンラインでもオフラインでも「最高の顧客体験」を提供
2 グループの強みにデジタルを加えた「新しい顧客体験」を提供
3 不動産事業による「顧客接点の拡大」

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）

人と時代をつなぐ三越伊勢丹グループ

コスト構造改革

三越伊勢丹グループの強みと事業構造

1  セグメント別事業戦略
小売（百貨店）事業戦略
世界中のお客さまが、三越伊勢丹グループのオンライン（WEB）とオフライン（店舗）を自由に行き来できるシームレスの状態を実現します。
オンラインでは伊勢丹新宿本店の品揃えをベースにあらゆる情報のデジタル化を推進し、
お客さまとの接点を大きく拡大する仕組みを構築してまいります。
並行してオフラインでは集客力のあるお買場づくりによる賑わいの創出と、収益確保の両面を満たす店舗モデルを確立します。

不動産事業戦略
国内ではショッピングセンター運営の安定事業化と保有不動産の価値最大化を、
海外においては不動産複合開発を推進していきます。

2018年度までは、まず先行して構造改革を進めてきました。
今年度からは、いよいよ次の成長に向けた本格的な取り組みに軸足を移し、人と時代をつなぐ三越伊勢丹グループとして、

お客さまをはじめとしたステークホルダーの皆さまに新たな価値をご提供していきます。
また、成長戦略の実現に向けた収益基盤を確立すべく抜本的なコスト構造の改革に取り組んでいきます。

2  資本政策
2017年度から進めてきたグループ既存事業の抜本的な構造改革を経て、
2019年度からは将来の収益基盤の拡大に向け、適正な戦略投資を実施しながら、健全な財務基盤の維持に努めていきます。
具体的には、継続的に変化する経営環境に応じ、「事業の収益性」、「資本の効率性」、「バランスシートの内容」を
最適な状態に近づけることに取り組んでいきます。

3  サステナビリティ推進
人と時代をつなぐ三越伊勢丹グループとして、3つの重点取組を決めて実行していきます。

中期経営計画
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1 収益性向上に向けたMDの革新

三越日本橋本店リモデル

基幹店

MD・カテゴリーバランス修正

環境整備・新たなCRM対応

環境整備・新たなCRM対応

集客力の高いコンテンツ
導入・定借化 MD・要員効率修正

支店

地域店

　基幹店では長年本格的に着手して来なかったMD・カテゴリーバランスの修正を行い、顧客のニーズと店頭における面積や品揃えの幅
の乖離を埋める取り組みを実行しています。次のフェーズとして2021年度にかけて、低収益の自主編集平場の集約化やブランド・MD

単位の修正を行うことで、MD面積あたりの収益向上や要員効率向上にもつなげていきます。
　また、基幹店以外のグループ各店においても、2020年度から順次基幹店同様の取り組みを行い、収益性向上をめざしていきます。

2018年度～2019年度は基幹店のリモデルを行い、グループ各店に先駆けてMD・カテゴリーバランスの修正に着手しています。

セグメント別事業戦略1

三越日本橋本店の外観 本館6階 時計 本館2階 紳士パーソナルオーダーサロン

小売（百貨店）事業戦略

　三越日本橋本店は、最大の強みである接客・おもてなしを中
心とした「世界最高のおもてなし百貨店」をめざしたリモデル
を進めております。
　第一期リモデルとして、2018年10月にグランドオープンを迎
え、人・環境・サービスにデジタルを組み合わせた新しいおもて
なしの仕組みを導入しました。各階には約150名のカテゴリー
スペシャリストが常駐しお客さまのご要望に沿って、ブランドや
カテゴリーの垣根を越えたお買物のお手伝いをしています。さら

に、デジタルを活用することで、スタッフ間の情報共有をより強
化する体制を整え、一人ひとりのお客さまに最適な商品提案
やおもてなしにつなげています。第二期リモデルは、2019年度
内の完成をめざし、ターゲット顧客の関心度の高いカテゴリー
（紳士オーダー・ラグジュアリーブランド・時計・宝飾・美術）の
品揃えを拡大・強化していく一方で、婦人服やリビングカテゴ
リーの集約や新館のMD構成にも変更を加えるなどして、
MD・カテゴリーバランスの修正を進めています。

1 

MD・カテゴリー
バランス修正

MD面積あたり効率・要員効率修正
のためのリモデル

1 2

2

2021年度2020年度2019年度2018年度
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店頭で商品を購入する

オンラインでもオフラインでも「最高の顧客体験」を提供

1 基幹店の商品がいつでも、どこでも（店舗でもWEBでも）購入できる

伊勢丹新宿本店の外観 本館2階 化粧品 本館2階 婦人靴

オンラインWEB・オフライン店舗のシームレス化

伊勢丹新宿本店リモデル

2 シームレス化の推進

　伊勢丹新宿本店では、本物・本質の深掘りや品揃えの幅の
拡充、新しい顧客体験のご提案などの新たな価値創造に取り
組んでいきます。
　2018年度第一期リモデルとして、2003年のメンズ館オープン
以来初となるメンズ館全館を改装しました。時代の変化とお客さ
まの変化に合わせて大幅に「商品」、「環境」、「サービス」を刷新
し、お客さま一人ひとりのご要望に寄り添い、“〇〇らしさ”を叶え
るメンズファッションストアとして生まれ変わりました。

　2019年度に取り組んでいる第二期リモデルでは、ターゲッ
ト顧客のニーズと乖離していたMD・カテゴリーバランスの修正
に注力しています。具体的には、三越日本橋本店同様に低効
率の婦人服・リビングカテゴリーを集約化。一方で、顧客から
高いニーズがありながら、面積や品揃えが不足していたラグ
ジュアリーブランド・化粧品・宝飾・時計などの品揃えを拡大・
強化したことや、デジタルを活用した新しい購買体験の提供な
どを通じて、さらなる独自性の磨き上げを図っています。

　「在庫の奥行」や「品揃えの幅」といったお客さまのご不便を
解決し、「いつでも、どこでも最高の顧客体験を提供」するため
に、ビジネスモデルの革新に取り組みます。
　まずはオフラインの起点として、オンライン上に伊勢丹新宿本
店の商品情報を掲載することで、店頭でもオンライン上でも情

報を得られ、購入することができる体制をめざしていきます。そ
のために、商品のデジタル化をめざし、お取組先とのデータ連携
を拡大するほか、撮影スタジオにて、商品のオンライン掲載を進
めていきます。同時に、近隣に店舗のない地域のお客さまにも、
オンライン上で基幹店と同様の品揃えを提供していきます。

　オンライン（WEB）とオフライン（店舗）のシームレス化により、世
界中のお客さまが、オンラインとオフラインを自由に行き来できるプ
ラットフォームを構築し、最高の顧客体験の提供をめざします。

オンラインからオフライン、オフラインからオンラインへのカスタ
マージャーニーを促進し、独自性のあるリコメンド、サービスを提供
することで、改めてお客さまに支持される百貨店をめざします。

※画像はイメージです。

店頭へ
来店

お客さま

店頭で現物を見て
商品を選ぶ

時間・場所を問わず
オンラインで商品を検索

オンラインで商品を購入する

自宅PCや
スマホで

同じ商品情報・商品展開
＜在庫・品揃え＞

店 頭 オンライン（WEB）

中期経営計画
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デジタルを活用した新しい顧客体験の具体例
伊勢丹新宿本店における取り組み

YourFIT365サービス=ストレスのない靴の購買体験
　“自分にぴったりの一足が見つかる”をテーマに2019年8月に
リフレッシュオープンした伊勢丹新宿本店婦人靴フロアにて、
オンライン（WEB）とオフライン（店舗）をシームレスにつなぐ新
サービスとして、“YourFIT365”サービスがスタートしました。
　デジタルを活用した足型計測や最適な商品のマッチング、専
門知識をもつスタイリストによる接客で、靴選びにお悩みがある、
おしゃれにパンプスを履きたい女性にとって、ストレスのない靴
の購買体験が可能となるパーソナルフィッティングサービスです。

●オフライン
　店頭では、3D足型計測機で、お客さまの足のデータを可視
化、データ化された木型情報と足型情報をマッチングさせ、店
頭・ストックの商品からレコメンドを行い、お客さまの足に合っ
た最適な靴を既製・オーダーのなかからご紹介します。
　さらに、店頭でシューカウンセラーをはじめとする専門知識を
もったスタイリストによる接客で、データ計測だけでなく、お客さまの
感覚・好みに寄り添った1足を探すお手伝いをいたします。
まずは履き心地が重要なパンプスからスタート。国内外8ブランドと
協業し、既製パンプスを中心に約1,000種類をおすすめ対象と
して、靴の木型のデータを取り込んでいます。

●オンライン
　三越伊勢丹アプリでは、店頭で計測した足の計測データを
見ることができ、お客さまの足に合うおすすめの商品がレコメン
ドされ、いつでもどこでもECで購入することが可能になります。
　また、WEBやアプリから店頭でのサービス予約をすることが
できます。

2 デジタルを活用した新しい顧客体験の展開（接客サービスの質向上）
　お客さまにデジタルIDへ登録していただくことで、オンライン
でもオフラインでもシームレスにお客さま一人ひとりに合わせ
たサービスを提供できる状況をめざしております。接客のなか
で得られた定性情報のデジタル化を行って蓄積し、オフライン
でもオンラインでもお客さま一人ひとりに合わせた最適な提案
を実現し、新たな顧客体験を提供することで、接客の質の向
上に取り組みます。
店頭ではお客さまがご来店される際に、これまで蓄積された
定性情報をもとに、どのお買場でもどの担当者でも、お買場の

垣根を越えて豊富な商品情報・サービスとマッチングして最適
な接客・提案をしていきます。
　お客さまと店頭をつなぐツールとして、PCからでもスマート
フォンからでも使用可能な会員さま限定ぺージを活用します。
会員さまページでは、各種サービスやイベントの予約、お買物
履歴など情報閲覧が可能になるほか、お客さま一人ひとりに
合わせたおすすめ情報が届くなどの機能がご利用いただけま
す。今後、これらのサービスを順次拡大していく予定です。

※YourFIT365についてはこちらをご参照ください。 https://www.isetan.mistore.jp/shinjuku/service/yourfit365.html

店頭での計測
（イメージ）

レコメンドされた靴（イメージ）

足型データ画面（イメージ）
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三越伊勢丹
新サイト

顧客接点の強化（新サイト・新アプリへの統合）

情報コンテンツの最適な発信

　2020年春に、これまで複数存在していた三越と伊勢丹のサ
イトとアプリを統合、のれんを越えてお買物と店舗イベント情報
を一つのプラットフォームに集約し顧客接点を統合することで、
シームレス化を推進します。
　新サイト・新アプリでは、店舗情報機能、EC機能を追加し、

　現在、店頭では様々な属性をもとにした、お客さまへのSNS

による情報発信のトライアルを実施しています。デジタルIDへ登
録いただくことで、将来的にはお客さまのセグメントを細かく分
析し、オンラインでもオフラインでもシームレスに、よりパーソナ

商品の質感やブランドの世界観を伝える動画の活用や顧客関
心軸に合わせた特集など、様々なサービスコンテンツを拡充す
ることで、顧客接点であるプラットフォームの基盤を強化し、サイ
トやアプリから店頭への送客促進、店頭で見た商品のオンラ
イン購買の促進を図ります。

ライズされた情報を発信、情報発信に対してヒット率などから、
お客さまの関心事をリアルタイムで分析することで、次の施策に
生かしてまいります。

新サイト・新アプリへの移行計画

三越伊勢丹
アプリ

MY ISETAN／
MY MITSUKOSHI

アプリ

支店・地域店
アプリ

現在
三越伊勢丹新サイト／
アプリオープン

非エムアイカード
決済ポイント開始

アプリ独自機能追加

全店舗情報に
EC機能を追加し、
大幅にリニューアル

モバイルサイトから
アプリへ誘引

アプリ独自機能
順次追加

クローズ
新アプリのダウンロードを案内

クローズ
新アプリのダウンロードを案内

※移行計画は、2019年12月時点のものです。
※画像はイメージです。

中長期2020年度

2020年度上期 2020年度中

2019年度

三越伊勢丹
サイト

ECリンク先変更

伊勢丹
既存サイト

三越
既存サイト

中期経営計画
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パーソナルスタイリング

化粧品
オンラインストア

定期宅配事業

オンライン
専業ブランド

シェアリング

カスタムオーダー

eギフト

　お客さまに新しい購買体験を提供するため、グループの共通
基盤を活用し、我々の強みを生かしたオンライン上の新たなビジ
ネスを強化・拡大しています。リアル店舗だけでは提供できない
マーチャンダイジングの幅の拡大や、購買手段の多様化を進め
ていきます。また、それぞれの事業を連携させ、事業規模の拡大、
顧客利便性の向上を図ります。現在、7つの事業をプロジェクト
にて検討、アジャイル方式で推進しています。そのなかで事業化
できるものをビジネスモデル化して、将来の収益化をめざします。

https://isetandoor.mistore.jphttps://meeco.mistore.jp/variety

　三越伊勢丹の情報発信力と品揃えの強みを生かし、「日本随一
の品揃え」「お客さまの欲しい商品が見つかる情報とコンテンツ」
「ECに必要な利便性」を兼ね備えた化粧品オンラインストアを
新設しました。
　普段店頭で購入されるものの買い足しのためにすぐに来店
されるのが難しい方、関心があるものの近隣に店舗がない方、
百貨店でこれまで化粧品を買われたことがない方など様々な
ニーズに合わせた、利便性の高いサイトを展開しています。
　11月にはプチプラコスメ中心のmeeco varietyサイトをリ
リース。ラグジュアリーコスメとプチプラコスメが同時に購入でき
る、今までにない化粧品サイトとして生まれ変わりました。

　伊勢丹の提案力や品揃えを生かした、お客さまの日常を豊か
にする新たな提案型のオンライン定期宅配サービスです。伊勢
丹のバイヤーやスタイリストが目利きした、デパ地下で人気のス
イーツから日配品や生鮮品等のデイリー食材、店頭と連動した
企画、妊娠～子育て中のママをサポートする食材まで、約
5,000品を提供しています。
　お仕事や家事などで忙しい女性が使いやすいよう、ご注文は
スマートフォンやパソコンから簡単にでき、お届けはお客さまの
ご都合に合わせてご希望の日時にお届けします。
サービス開始以降、首都圏の働く女性を中心に幅広くご支持
をいただいております。

meeco＜化粧品オンラインストア＞ ISETAN DOOR＜定期宅配事業＞2019年２月スタート 2018年6月スタート

新しい顧客体験の事例

グループの強みにデジタルを加えた「新しい顧客体験」を提供

基 盤

https://meeco.mistore.jp

INTEGRATED REPORT 2019
20

https://meeco.mistore.jp/variety
https://isetandoor.mistore.jp
https://meeco.mistore.jp


三越伊勢丹グループのCRM戦略は、
一人ひとりのお客さまとのつながりを深化・拡大していくことをめざしています。

3 CRMの推進

※グループカスタマープログラムの詳細については、こちらをご参照ください。　https://cp.mistore.jp/common/service/gcp.html

2 お客さまへの価値提供のインフラ整備
グループカスタマープログラム（GCP）の拡充
　お客さまとのつながりを支えるための新たなインフラとして、当社グループの強みである「環境」、「接客」、「サービス」を活用した新たな仕
組みとして、グループカスタマープログラムを2018年度下期から導入しています。
　前年度の購買金額に応じて、伊勢丹新宿本店や三越日本橋本店などでゆったりとおくつろぎいただける「ラウンジサービス」や、ご
家族の絆を深めるためのお食事会やご旅行などに利用できるクーポン「ファミリータイズ」、駐車場無料サービス、ストアアテンドサー
ビスなど手厚いサービスをご用意しており、今後、サービスコンテンツを拡充、首都圏から全国に拡大していきます。2019年度上期に
は、会員のお客さまの来店頻度、購買金額が前年を上回り、ご好評を得ております。

One to Oneセールスの拡大
　さらに、ロイヤルティの高い顧客へ向けて、デジタルと『人』によるOne to Oneで寄り添っていきます。

1 お客さま基盤の整備
　当社の強みである、お客さまとのつながりを、より多くの方と深めるために、デジタル会員化と識別顧客拡大を行うことでお客さま基
盤を整備していきます。オンラインでもオフラインでもお客さま一人ひとりに合わせた最適な提案をできる体制づくりをめざします。
　2020年度に統合するアプリにて魅力的なコンテンツ・サービスを提供し、非エムアイカード決済顧客向けへのポイントサービス拡大
をめざすことで、アプリ会員の獲得を推進していきます。

3 インバウンド施策
　今後、外国人のお客さまに向けても、グループカスタマープログラムやOne to Oneセールスを検討していきます。

三越日本橋本店ザ・ラウンジ 伊勢丹新宿本店ザ・ラウンジ

アプリ会員化による顧客識別化

3ヶ年の取り組み

2021年度2020年度2019年度

非エムアイカード決済ポイント付与
デジタルIDの獲得

サービスコンテンツ拡充・全店拡大

外国人向けGCP検討・新設・拡充インバウンド施策立ち上げ

GCPサービス

デジタル会員
拡大

CRM
プログラム

CRM戦略

中期経営計画
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　三越伊勢丹グループは国内でも有数の不動産を所有してい
ます。長期的視点に立って街の再開発と連動した「国内保有
不動産（店舗）の再開発」を進めていくと同時に、点在する本
社事務所の再編・不動産の組み換えを含めた保有不動産の
効率化を進めています。また、「商業不動産事業の強化」を行
い、事業を拡大していくとともにリーシングのノウハウを既存百
貨店にも生かしていきます。

ミーツ国分寺

　伊勢丹新宿本店および三越日本橋本店など、街の再開発
が予定されている地域では、各店の独自性の磨き上げに加え、
地域の再開発の動きと連動して周辺に保有する不動産を有効
活用しながら、「まちづくり」に貢献していきます。自社保有不動
産の活用を推進することで、不動産収益の拡大を図ります。

国内保有不動産の再開発

商業施設運営事業の強化
　不動産事業の核として、商業施設運営事業の拡大を図ってい
ます。昨年度に始めた横浜や国分寺の事業等で得られたリー
シングのノウハウを蓄積し、既存百貨店などにも活用していきます。
　2018年3月に、横浜のジョイナス内に「FOOD & TIME ISETAN 

YOKOHAMA」をオープン。横浜駅を行き交う多様なワーカーや
横浜で時間を過ごすために集う人 に々向けて、バラエティ豊かな
食物販やカフェ・レストラン等、約30店舗を展開しています。
　2018年4月には、国分寺駅北口に地域密着型商業施設
「ミーツ国分寺」をグランドオープンしました。＜Store for our 

gathering＞（「ちょっと上質なライフスタイル」と「集いの場」を
提案する快適なデイリープレイス）をストアコンセプトとし、レス
トラン・カフェ、雑貨、衣料品など約50店舗を展開しています。

　海外においては、フィリピン・マニラで分譲住宅および商業施
設の不動産複合開発に、野村不動産株式会社、Federal 

Land,Inc.と協働で取り組んでいます。日系デベロッパーと日系
小売企業参画によるフィリピンで初めての複合開発プロジェク
トで、2021年に低層階での複合商業施設と、2027年に分譲タ
ワー型コンドミニアム4棟が完成予定です。
　また、中国の天津では、中国で商業施設開発を行う仁恒置地投
資管理（上海）有限公司と合弁会社を設立し、2020年末の一部
開業を目標に、“ショッピングミュージアム”をコンセプトとした、新た
なデジタル体験型ショッピングセンターの開発を進めています。
　今後の海外における不動産複合開発についても、現地の有
力企業と協業していく枠組みで携わっていきます。

海外不動産複合開発の推進

フィリピン・マニラにおける商業不動産複合開発

不動産事業による「顧客接点の拡大」

不動産事業戦略

FOOD & TIME ISETAN YOKOHAMA
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全く新しいお買物のかたち

昨年11月に発表した3ヶ年計画（2019～2021年度）では、
オンラインでもオフラインでも最高の顧客体験を提供することを
「シームレス」と表現していましたが、今回の3ヶ年計画では、この
シームレスをより具体的にご理解いただけるよう表現しています。
私たちがめざすシームレスには二つの側面があります。一つは

お客さまのお買物におけるシームレス、もう一つは販売サービス
におけるシームレスです。
私たちが今、スピードを上げているデジタルの戦略、たとえば
ホームページやアプリの整備や、伊勢丹新宿本店で扱うすべて
の商品をネットで買うことができるようにすることは、決してEC

事業への転換を指向しているわけではありません。
今の時代、大抵の方は外出する際、インターネットやスマート

フォンで事前に調べてから出かけます。そこに店舗の情報が上がっ
ていなければ、ご来店の優先順位は大きく下がります。逆にいえば、
インターネットできちんと情報発信できていれば、新しいお客さま
も含め、ご来店されるお客さまがもっと増えると考えています。
さらに伊勢丹新宿本店のすべての商品がインターネットで買
えるということは、私たちの店舗がある地方のお客さまのお役に
も立てるということです。アパレルのお取組先の大規模な店舗
閉鎖が発表されたように、商品を揃え、交代要員を含めたスタッ
フを抱えながら店を構えることは、百貨店だけでなくお取組先に
とっても大きな負担です。これは、お客さまの絶対数が多い都心
部よりも、地方都市の方がより厳しくなります。
たとえば、一つの店舗のなかに同じお取組先のショップが分
散して展開されていたとします。それぞれのショップで別々に接
客するよりも、それらのブランドをまとめたコーナーをつくり、そこ
で横断的に様々なアイテムを試すことができたり、サイズや色が
なければネットで取り寄せ、そこでお試しいただける、そんな新し
い空間は考えられないでしょうか。

シームレスの実現をめざして
オンラインでもオフラインでも最高の顧客体験を
代表取締役副社長執行役員 CMO

竹内 徹

中期経営計画
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ビスでしたが、今後はお買上げ額に応じ、ポイントだけでなく、ラ
ウンジのご利用や駐車場、アテンダントサービスなど細かく対応
していきます。デジタルを駆使し、人によるOne to Oneサービス
のレベルを向上させる体制を整えていく。これが、二つ目の「販
売サービスにおけるシームレス」です。

私たちが磨き続ける店頭サービス
一つ目の、お買物が便利になるシームレスは、多かれ少なかれ
他の小売業各社も今後、競って拡充することになるでしょう。
しかし私たちが差別化できる大きなアドバンテージは、日本の、
世界の一等地である新宿・日本橋・銀座に、異なるキャラクター
をもつ3つの基幹店をもっていることです。このような百貨店グ
ループは、おそらく世界中どこを探してもないでしょう。
この3店舗がリアルでいつまでも輝く状態でいるからこそ、私
たちのシームレスが地方都市まで価値をもって生きることになり、
カスタマープログラムに入ることがお客さまにとって「ステータ
ス」だったり、「かっこいい」と感じていただけると考えています。
この基幹店が輝く状態であり続けるために、店頭のお買場維
持に必要な投資を続けることはもちろん大事ですが、もっと必
要なのは、販売サービスを磨き続け、伊勢丹は、三越は、「素晴
らしい」、「さすがだ」と言っていただける状態を継続することで
す。わざわざ店頭に来てくださったお客さまに、豊富な知識、お
客さまそれぞれに合わせた、温かいけれどスマートな接客を提
供できなければ、「スマートフォンを調べた方がよっぽどいい」と
言われてしまいます。競合他社と競うより、それはむしろデジタル
の進化との競争であり、一人ひとりのスタイリスト（販売員）が常
に勉強し、バージョンアップしていかねばなりません。
私たちのデジタル戦略は、強みであるリアルの店舗を輝かせる

ことでお互いに相乗効果を上げることができ、その先の新しい
成長実現のためにどうしても必要な手段です。これにより、めざ
すKPIを確実に達成して参ります。

また、たとえば「エムアイオンラインショップ」という商品を置か
ないショップをつくり、お茶を飲みながらくつろいで、タブレットで
いろいろな商品を調べることができる、わからないことはコン
シェルジュが教えてくれる、そんなお過ごし場はどうでしょうか。
このように、新しい発想でつくり出すお買物の場は、ショップを
別々に運営するよりも、人員も、コストもはるかに効率化でき、そ
の分、デジタルのインフラレベルを上げることや、上質なお過ご
し場のための投資に使うことができます。
ご自宅でも、店舗でも、お好きな時間にお好きな場所で、必要
な情報とともにお買物ができる、実物を見たければ自分で歩き
回って探さなくても、店舗に取り寄せ、都合の良いときに見に行
けばいい、丁寧なサービスもきちんと受けられ安心できる、そん
なお買物のかたちは、これまでの百貨店ではできない新しいか
たちです。これが一つ目の、「お買物におけるシームレス」です。

リアルでもデジタルでも
One to One のサービスを
さて、シームレスで対応できるデジタルインフラを整えると、今
まではどうしても「日本」の「一億総中流」の中間に合わせざるを
得なかった単一的なCRMが、お客さま個々に対応できるように
なります。
まず、お客さまとの接点を考えると、店頭以外はDMなど一方
向だったものが、スマートフォンやインターネットを介することで、
それぞれにカスタマイズされた情報をお送りしたり、ご要望をい
ただいたりすることがタイムリーにでき、双方向で密接なつなが
りを継続できます。
またサービスについても、エムアイカードの方、一般カードや
現金の方、インバウンドの方、それぞれに対応した新しいグルー
プカスタマープログラムを用意し、より多くのお買上げとご来店
頻度のアップをめざします。
これまでは、高額をお買上げのお客さまもすべて一律のサー
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中長期的に成長投資と
株主還元をバランス良く
実施することを検討

500億円程度
安定配当 追加の成長投資
機動的な株主還元

百貨店ビジネスモデル改革と
成長戦略に優先的に投資

計画に基づく投資

1,440億円程度

収益基盤拡大

実績 現3ヶ年計画

22年度以降18年度 19年度 20年度 21年度

年間配当（年間） 12円 12円 利益成長にあわせて、中長期で安定的な増配をめざす

配当性向 34.7% 33.4% 中長期で30%以上の配当水準の維持向上をめざす

自己株取得 - 100億円（上限） 成長投資を優先する一方、継続的かつ機動的に検討

総還元性向 34.7% 104.9% 配当性向とともに、中長期的な向上をめざす

2017年度から進めている、徹底した不採算事業の整理やコスト構造改革に加え、百貨店事業、不動産事業の戦略を進めることで、
KPIの達成をめざします。3ヶ年計画で得られるフリーキャッシュフローについては、成長投資とのバランスをとって、継続的かつ機動
的な株主還元の実施を検討します。

KPI : 2021年度 営業利益500億円・ROE5.0%以上

3ヶ年計画におけるキャッシュ・フロー

株主還元の考え方

※現段階での試算に基づく目標値です

営業キャッシュ・フロー
（資産売却等含む）

資本政策2

2019年度計画

2021年度目標

営業利益

300億円

営業利益

500億円

ROE

2.4%

ROA

2.4%

ROE

5.0%以上

ROA

4.0%以上

1,940億円程度

中期経営計画
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2017～2018年度の振り返り

三越伊勢丹グループは、2018年11月に現3ヶ年計画（2019～
2021年度）を発表し、現在はその初年度にあたります。現3ヶ年
計画直前の2017～2018年度を振り返りますと、事業基盤の再
構築に向けてグループ既存事業の抜本的な見直しを行い、構造
改革を中心に取り組んだ2年間だったと言えます。
構造改革に着手した当時（2016年度末）のグループ総資
産は1兆3,100億円近くまで膨らんでいましたが、グループ内
の不採算店舗･事業の見直しや整理を進めた結果、2018年
度末の段階では、総資産を1兆2,400億円余に圧縮すること
ができました（ネット有利子負債も400億円余削減）。
また構造改革の取り組みにおいて、保有資産を付加価値向
上や有効活用の観点で、順次見直しました。具体的には、都内
の非営業用不動産等を売却する一方、新たに西新宿に自用オ
フィス物件を取得、加えて、将来の事業拡大に備え、伊勢丹新
宿本店周辺の不動産物件を取得するなどしました。今後も保
有資産の有効活用･組み替え等を実施し、資産効率を改善し
ていく予定です。

現3ヶ年計画の取り組み
2019年度におきましても構造改革は継続中ですが、その取

り組みは次の段階に入っており、軸足の中心を百貨店事業のビ
ジネスモデルの革新や、さらなる経費構造改革に移しています。
また、現3ヶ年計画期間中においても、収益性の向上と資産効
率の向上に最大限努めるとともに、将来の収益基盤の拡大に
向け、適正な規模の戦略投資もバランス良く実施していく考え
です。
現3ヶ年計画の初年度にあたり、上半期中に3年間の資金
計画の具体的な見直しや資本政策の検討に取り組みました。
その結果、2021年度の重要な経営指標である「営業利益目
標500億円」と「ROE 5.0%以上」の維持を前提としながら、
3年間の営業キャッシュフロー1,940億円程度（資産売却等
を含む）のうち、1,440億円程度を既存事業および新規事業
の投資に配分していく予定としました。

投資配分の内訳としては、現在の中核事業である国内百貨
店事業の維持にかかわる設備投資や、首都圏の基幹店を中
心とした店舗収益力強化のための投資におよそ3分の2を充
てる予定です。また、残りの約3分の1については、新たな戦略
の柱である「シームレス化・デジタル化」に関する取り組みや、
「不動産事業」、「海外事業」等への投資にバランス良く配分し
ていく考えです。
上述しました通り、現3ヶ年計画期間中における投資につい

ては、基本的に営業キャッシュフローの範囲内での実行を基
本とし、現状の健全な財務基盤の維持（格付けA格の維持、
借入余力のある状態の維持）に努めて参ります。

現状の資本政策について
現3ヶ年計画における様々な取り組みにより収益基盤を拡
大し、中長期の企業価値向上をグループ全体でめざしていくこ
とは言うまでもありません。一方、現状では過去からの積み上
げにより、資産効率（ROA）や資本効率（ROE）が低位にある状
況が続いていることを経営･財務面での課題と認識していますが、
今後の事業戦略の実行による収益力向上および資本政策･
財務戦略の検討･実施を通じて、それらを中長期的に改善し
ていきたい考えです。
具体的には、現3ヶ年計画におけるフリーキャッシュフロー

500億円程度については、追加的な成長投資と株主還元等に
バランス良く配分していく予定です。さらに株主還元の基本的
な方針についても「配当性向」の中長期的な維持向上および
「総還元性向」の中長期的な向上をめざして参ります。
今後のグループ経営において、CFOという立場から、継続
的に変化する経営環境に応じ、「事業の収益性」、「資本の
効率性」、「バランスシートの内容」の3つを最適な状態に近
づけることが最も重要であると認識しています。それぞれの
改善のため、まず現3ヶ年計画に掲げる経営指標の達成を
めざします。さらにその先の将来に向け、「攻めと守り」をバ
ランス良く行い、かつ、大胆な経営改革を進めることで中長
期的な企業価値向上につなげていきたいと考えます。

取締役常務執行役員 CFO

伊倉 秀彦

今後のグループ経営において重要な

3つの最適化
事業の収益性／資本の効率性／バランスシートの内容
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