コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス
基本的な考え方
当社は、
グループの持続的な成長と中長期的な価値向上に資することを目的として、
コーポレート・ガバナンスに関する取り
組みを推進しています。
お客さま・従業員・株主・お取組先・地域社会といったステークホルダーと良好な関係を構築するとともに、株主総会、取締役
会、監査役会、会計監査人等、法律上の機能制度を整備・強化し、
コーポレート・ガバナンス改革を推進しています。
また、企業
の社会的責任を果たすという観点から、企業活動の透明性を高めるとともに、
コンプライアンス経営に徹し、
当社グループに関わ
るすべてのステークホルダーの皆さまに対し提供すべき様々な価値の創造に努め、様々なステークホルダーの皆さまから信頼さ
れる企業グループをめざし、経営の意思決定の迅速化、経営監督機能の強化、内部統制システムの充実などに継続的に取り
組んでいます。

企業統治の体制
経営監督機構

株主総会

指名報酬委員会

社内1名
社外4名

取締役会

社内5名
社外4名

監査役会（監査役）

社内2名
社外3名

代表取締役会長

業務執行機構

チーフオフィサー会議
代表取締役社長執行役員
（CEO）
チーフオフィサー
（CMO・CFO・CAO）

内部監査室

秘書室
チーフオフィサー室
各部門

グループ各社

取締役・監査役の構成
取締役＜9名＞

監査役＜5名＞

指名報酬委員会＜5名＞

社外取締役

社外監査役

社外取締役

44.4%

60%
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80%

経営監督機構
指名報酬委員会

1 取締役会

任意の仕組みとして取締役会の諮問機関である指名報

取締役会の役割・責務
グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図

酬委員会を設置しており、社長執行役員（ CEO ）の人事案・

り、株主の皆さまからの受託者責任に十分にお応えするため

後継者計画案や役員人事案、関係会社の社長候補案等の

に、当社では取締役会がその役割・責務を実効性高く果たす

「指名」に関する事項、ならびに役員報酬制度や取締役およ

ことができる環境整備に努めています。
その一環として、機関

び執行役員の賞与案、取締役・監査役の報酬枠案等の「報

設計として監査役会設置会社を選択しつつ、
「執行」
と
「監督」

酬」に関する事項の全般について審議し、取締役会に答申し

の分離を進め、取締役会の果たすべき意思決定機能と監督

ています。
ガバ
この指名報酬委員会は毎年10回以上開催されており、

機能の強化を図っています。

ナンスの要として統治機能の充実に大きく寄与しています。

具体的には、社内諸規程（「取締役会規程」および「グルー
プ意思決定手続規程」等）
において取締役会が意思決定すべ

指名報酬委員会の構成 ※第12期（2019年6月〜）現在
代表取締役社長執行役員
（CEO）1名、
社外取締役4名（独立社外取締役3名および
社外取締役1名） 計 5名

き付議基準を明確に定めると同時に、経営の機動性を高める
ために、監査役会設置会社としての範囲内で、随時その付議
基準の見直しと執行側への権限委譲を行っています。
また、
「執行」
と
「監督」の分離をより明確にするために、取締役会議

本委員会の委員長については、社外取締役が務めることで

長については代表取締役社長執行役員
（CEO）ではなく、執

透明性・公正性を十分に確保しています。

行役員ではない代表取締役会長が務めています。
この環境のもとで、
当社取締役会では手続き上必要な決議

取締役会における審議の活性化

や報告にとどまらず、経営上の重要課題について大局的な議

取締役会における審議の活性化のために、
すべての社外取

論を行う機会を積極的に設定しており、
その議論を中長期の

締役に対し事前説明を毎回個別に行っています。

経営計画策定に着実につなげるとともに、計画の進捗状況を
取締役会にタイムリーに報告することで、計画の修正や次期

また、議論の時間を十分に確保するために、取締役会の開

経営計画の策定に反映させるなど、取締役会が起点となった

催時間を毎回2時間30分に設定し、意思決定手続き上必要

経営のPDCAサイクル構築を図っています。

な決議や報告にとどまらず、当社グループの経営課題や中長

また、株主や投資家をはじめとするステークホルダーの皆さ

期にめざす方向性、各主要事業の進捗状況等の幅広い議題

まには、株主総会や半期ごとの決算説明会および当社ホーム

について、
自由闊達で建設的な意見交換を促しています。

ページ等で、経営計画やその進捗状況に関する資料を開示し、
取締役会実効性の分析・評価

説明責任を十分に果たすよう努めています。

取締役会の実効性に関する評価は、社内外の取締役・監
取締役会の構成

査役全員へのアンケート等の客観的・定量的な手法も取り入

当社では取締役会がその役割・責務を実効性高く果たすた

れながら実施しています。取締役会の構成や運営面にとどま

めに、
その構成において多様性を確保し、かつ経営への監督

らず、機関設計や指名・報酬などの幅広い観点から実効性が

機能を十分に果たすことができる体制を整えています。
このう

適切に確保されていることを確認しています。同時に、
さらな

ち、社外取締役については、業務執行の監督はもとより、経営

る機能強化をめざし、評価の過程で浮き彫りとなった取締役

の意思決定そのものに対する妥当性までの監督・助言をして

会を巡る諸課題については、継続的に改善策を立案し実践

いただきたいと考え、2008 年の会社設立時より多様性に配

を図っています。
この取り組みにより、独立社外役員の増員
（2018年6月〜）

慮し、経験や専門分野の異なる業界から招聘しています。

や、
タイムリーで効果的な議題設定の改善などの具体的な効
取締役会の構成 ※第12期（2019年6月〜）現在
社外取締役4名（男性2名、女性2名）、
取締役5名（男性5名） 計 9名
当社の独立性基準を満たす独立社外取締役は3名

果が表れています。また、CEOの選解任やサクセッションプ
ランの実施方法、役員指名方針等について踏み込んで開示し
たことで、当社のガバナンスにおける透明性が高まったと評価
しています。
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特に、翌年度のCEO継続の可否については、CEO本人が

2 監査役および監査役会

退席の上で審議を実施する等、実効性を高め形骸化すること

監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の

がないよう工夫しています。

職務の執行を監査することにより、
グループの持続的な成長と
中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える

CEOの後継者計画（サクセッションプラン）

健全なコーポレート・ガバナンス体制の確立に寄与しています。
また、定期的に代表取締役、会計監査人と意見交換を行うほ

指名報酬委員会において下記の内容を定期的に報告・共

か、内部監査部門と監査結果等について情報交換を行うこと

有した上で、社外取締役が候補者をモニタリングできる機会

により、監査の実効性を確保する体制を構築しています。

を積極的に設けています。

社外監査役は、独立かつ中立の立場から客観的に監査意

・次期CEO候補者（緊急時、任期前交代時、任期上限

見を表明することが特に期待されていることを認識し、忌憚の

時）
のリストアップ。

ない意見を述べています。
常勤監査役は、
常勤者としての特性を

・CEOに求められる必要要件の明確化。

踏まえ、監査環境の整備および社内の情報の収集に積極的

・各候補者の育成計画や今後経験させるべき分野への

に努め、
かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的

異動配置案。

に監視し検証を行っています。
また、監査役は、社外取締役と
定期的に会合をもつなど、会社が対処すべき課題、会社を取
り巻くリスクのほか、監査上の重要課題等について意見を交

また、管理職からの選抜教育である
「ビジネスリーダープロ

換し、非業務執行役員間での情報交換と認識共有を図り、信

グラム」、執行役員選任後の
「ビジネス・エグゼクティブ・プログ

頼関係を深めるよう努めています。

ラム」等の教育機会を体系的に設定しており、十分な時間と資
源をかけて次期CEO候補者群の形成につなげています。

監査役会の構成 ※第12期（2019年6月〜）現在
社外監査役3名、常勤監査役2名 計 監査役5名
当社の独立性基準を満たす独立社外監査役は2名

取締役・監査役候補の指名方針
取締役・監査役候補の指名にあたっては、法令上の適格性
を満たしていることに加え、広い見識、高い倫理観と豊かな経

3 取締役・監査役候補の指名

験を有していることを考慮しています。

役員の
「指名」
に関する前提として、
「 役員在任年齢上限規
・社外取締役

程」により、役員在任の上限年齢と上限任期を役位ごとに定
め、適切なローテーションを促しています。

客観的かつ専門的な視点から幅広い意見を取り入れ、バ

その上で、CEO の選 解 任を含む役員の「 指 名 」について

ランスのとれた経営を行うため、異なる分野・業界から人材を

は、透明性・公正性を確保するために指名報酬委員会での

選任いたします。
また、業務執行の監督を行うことはもとより、

審議を経ることを前提とし、具体的に次のように取り組んで

経営の意思決定そのものに対する妥当性までを監督・助言い

います。

ただきたいと考え、実業界で執行の経験を十分に積んだ方を
中心に招聘しています。

現任CEOの継続可否の判断
・社外監査役

「役員在任年齢上限規程」
における上限を前提としつつ、現
任CEOの継続（委任契約期間満了後の重任）の可否につい

経営の意思決定プロセスや内容が、法的・会計的に適切か

ては、指名報酬委員会において以下のように実施しています。

どうかを含め、中立的かつ客観的な観点から監査をしていた
だきたいと考えており、各分野に関する豊富な知識、経験を有
する方を招聘しています。

・CEO就任時、CEO本人より想定在任期間のコミット
メント
（必達目標）
を提案し、
その是非を審議。

・独立性基準

・翌年以降は、CEOよりコミットメントに対する進捗状

社外取締役および社外監査役を独立役員として指定する

況や今後の業績見通し等を説明し、CEO退席後、委

にあたって、その独立性を判断するため、
「 三越伊勢丹ホー

員である社外取締役4名にてCEO継続の可否を審議。

ルディングス社外役員の独立性に関する基準」を独自に定
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めており、以下のいずれにも該当しない社外役員を5 名（社

役員報酬の種類

外取締役 3 名、社外監査役 2 名）独立役員として指定してい

・基本報酬

ます。

取締役（社外取締役を含む）、執行役員、監査役（社外監査
役を含む）
の基本報酬については、
「 役員報酬ガイドライン」
に
規定された報酬テーブルに基づき毎月定額で支払われます。

① 当社グループの業務執行者

・賞与
執行役員
（取締役を兼務する者を含む）
に対しては、
目標達

② 当社グループを主要な取引先とする者またはその

成を強く動機づけるために、基本報酬額の6ヶ月分を基礎額と

業務執行取締役、執行役、支配人

し、連結業績や定性的な目標の実現度等に対して0〜200%

③ 当社グループの主要な取引先またはその業務執行

の範囲で連動する賞与体系を導入しています。

取締役、執行役、支配人その他の使用人である者

・株式報酬型ストックオプション

④ 当社グループと取引のある金融機関の業務執行者

役員の株式保有を促し、長期的な株主価値の向上に対す

⑤ 当社グループから役員報酬以外に、一定額を超え

る意識を高めることを目的として、取締役および執行役員
（社

る金銭その他の財産上の利益を受けているコンサ

外取締役を除く）
に対して、基本報酬額の6ヶ月分相当を上限

ルタント、会計専門家、法律専門家等

とする株式報酬型ストックオプションを付与しています。

⑥ 当社の発行済総株式数の5%以上の株式を保有

5 政策保有株式に関する方針

している株主またはその業務執行者

・政策保有株式の保有方針

⑦ 過去3年間において上記①から⑤に該当していた者

当社は実効的なコーポレートガバナンスを実現し、
グループ

⑧ 上記①から⑤の配偶者または二親等以内の親族

の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、
商品供給、資金調達等の取引の維持・強化の目的で、必要と

なお、②、③の
「主要な取引先」
とは
「当社と当該取引先の連

判断する企業の株式を政策保有株式として保有する場合が

結ベースの年間取引額が、過去3年間において一度でも両者

あります。毎年取締役会において、個別の銘柄の保有目的、取

いずれかの連結ベースの年間総取引額の1%を超える取引が

引状況、配当収益など、定量面と定性面から総合的に検証し、

あった取引先」
を、⑤の
「一定額」
とは
「過去 3年間のいずれか

保有の合理性が認められなくなった銘柄については、順次売

を意味します。
の年度において1千万円以上」

却することで、政策保有株式の縮減を図ります。

4 役員報酬

・政策保有株式に係る議決権の行使基準

役員報酬に関する基本原則

政策保有株式の議決権の行使については、当該会社の持

（社外取締役、監査役は含んでいません）

続的な企業価値の向上につながるか否か、
また当社グループ
の持続的な企業価値の向上につながるか否かなどを総合的
に判断し、各議案について適切に議決権を行使します。

①株主と役員の利害一致の促進
②業績や株主価値の向上に向けたインセンティブ効

・政策保有株主から売却の意向が示された場合の対応方針

果の拡大

当社の株式を政策保有株式として保有している会社（政策

③
（目標達成時における）競合企業との比較において

保有株主）
から売却等の意向が示された場合、取引の縮減を

遜色の無い水準の提供

示唆することなど、売却等を妨げる行為は行いません。

④評価方法や報酬決定方法の客観性、
透明性の確保

上記の
「役員報酬に関する基本原則」を踏まえ、報酬決定
プロセスの全般において、取締役会諮問機関である指名報酬
委員会にて実効性の高い審議を行うことで、客観性、透明性
を確保しています。
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業務執行機構
当社は、業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を採用しています。
グループの経営目標を達成する上で重要な部門の部門
長を執行役員と位置付け、執行責任を明確にした上で大幅な権限委譲を行っています。
チーフオフィサー制度

チーフオフィサー会議

中期経営計画を強力に推進し早期に収益力を向上させて

社長執行役員
（CEO）が主催し、HDSおよびグループ各社

いくために、2018年度からチーフオフィサー制度を導入してお

の取締役、執行役員、社員の内、取締役会にて指名・承認され

ります。

た者で構成。原則として週1回開催し、取締役会付議事項に
準ずるグループの業務執行に関する重要事項について適時・

チーフオフィサーは、担当領域において内部的・外部的執行
を担うとともに、CEOの参謀的役割を担い、意思決定諮問機

迅速に決議、審議を行っています。

関であるチーフオフィサー会議のメンバーとして、CEOによる
各推進会議

意思決定をサポートし、
グループの横串機能を強化するため
に統括業務を明確化しています。

グループ内の重要な案件を推進するために横断的なメン
バーで構成し、業務レベルの向上を追求しています。

チーフオフィサーの担当領域は以下の通りです。

・
「私たちの考え方」推進協議会

CEO : Chief Executive Officer

・コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議

最高経営責任者

・働き方改革推進会議

CMO : Chief Merchandising Officer

・サステナビリティ推進会議

グループ各社のマーチャンダイジングを担当し、その
授権範囲において最終執行権を持つ

CFO : Chief Financial Officer
グループ各社の予算、投資を担当し、
その授権範囲に
おいて最終執行権を持つ

CAO : Chief Administrative Officer
グループ各社の業務、総務、CSRを担当し、
その授権
範囲において最終執行権を持つ

内部統制システム構築の基本方針
当社グループは、健全かつ透明性の高いグループ経営と企業価値の最大化を図るべく、業務の適正を確保するために、以下の
内部統制システム構築の基本方針を実践しています。

1.コンプライアンス体制

6.グループ会社管理体制

2.リスクマネジメント体制

7.監査役スタッフに関する事項

3.財務報告に係る内部統制体制

8.監査役への報告に関する体制

4.情報保存管理体制

9.監査費用の処理方針

5.効率的職務執行体制

10.監査役監査の実効性確保に関する体制

詳細については、HPをご参照ください。

https://imhds.disclosure.site/ja/themes/132#1072
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コンプライアンス・リスクマネジメント体制

株主総会
指名報酬委員会

取締役会

監査役会（監査役）

代表取締役会長
チーフオフィサー会議
代表取締役社長執行役員
（CEO）

内部監査室

チーフオフィサー
（CMO・CFO・CAO）
秘書室
チーフオフィサー室

コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議
議長：社長
リスク対策部会

公正取引推進部会

プロジェクト : BCP、
サイバーリスク対策

各部門

グループ各社

コンプライアンス体制
コンプライアンスに関する考え方について
当社グループは、
グループで働く従業員が、法令をはじめ倫

また、業務遂行の適法性や妥当性を監査するために、独立

理や社会規範・ルール等を遵守していくために、
コンプライアン

した部門として内部監査部門を設置し、体制を整備していま

スを価値観や意識・行動まで根付かせ実践していくことが重要

す。

であると考えています。
このために、
役員および従業員の行動規

従業員には、
お客さま・お取組先との関係性において遵守す

範として
「私たちの考え方」
のもと、
『企業倫理行動基準』
を制定

べき法令や従業員としての倫理行動基準を定めた
『コンプライ

し、
全社に浸透を図るとともにコンプライアンス体制の維持向上

アンスガイドブック』
を社内イントラネットに掲示し、
日々の業務

に取り組み、
社会的信頼の確保を行っています。

における法令遵守の周知徹底を図っています。

36
INTEGRATED REPORT 2019

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス体制

事例 健全な企業体質

個人情報保護の取り組み
お客さまからお預かりする個人情報を適切に管理し、正しく利

不当要求防止責任者講習の実施

用するために
『プライバシーポリシー』
を制定公開し、
お客さま

当社グループは反社会的勢力による不当要求にも毅然と対応

の信頼とご期待にお応えしています。

するべく、当社グループ内企業の現場責任者に対し
「不当要

また、
プライバシーポリシーに基づき
『個人情報取扱規程』を

求防止責任者講習」を実施しています。警視庁や暴追都民

定め、
お客さまの個人情報の適切な利用と厳重な保護・管理

センター職員、委嘱講師によ

を行っています。

る講義聴講のほか、研修ビ
デオにて学び、研 修 終了後

インサイダー取引防止体制の整備と運用

には受講証を付与され、実

未公開の重要な内部情報の取り扱いについて
『インサイダー

践に役立てています。

取引防止規程』
を定め、情報の厳重な管理と意識向上に向け
研修受講者数

た取り組みを行うことで証券市場やステークホルダーの皆さ
まから信頼される運用体制の整備と運用を行っています。
役員をはじめ特定部門に所属している従業員が株式等を売
買する際には事前届出を義務づける等、インサイダー取引の
未然防止を図る体制を整備しています。

2015年

142名

2016年

98名

2017年

105名

2018年

117名

IRポリシーの制定

内部通報制度の設置と運営

IR活動（株主さま・投資家さまへの広報活動）において、株主

グループ内で不当行為等が発生した場合にその事実を速やか

さま・投資家さまのご信頼と共感を得られる企業をめざし
『IR

に認識し改善していくために
『グループホットライン規程』
を定

ポリシー』を制定・公開し、公平な情報開示やコミュニケー

めています。社内通報システム
『グループホットライン』
で、
当社

ションの充実を図っています。

グループで働く全従業員が、社内の専門部署および社外の弁
護士事務所が通報を受ける体制を整備しています。

公正取引を推進するための体制構築と運用
訴求媒体等の適正な表示に向けた取り組みについて

「公正取引に関する指針」
を定め、
公正かつ自由な競争を堅持し、
広く社会に貢献し続ける企業であるために、不当な取引制限等

株式会社エムアイカードは同社が実施した
「エムアイカードプ

を排除するための体制構築と厳格な運用を推進しています。

ラスゴールドカード新規入会キャンペーン」において、表記の
一部が
「不適正な表示」であるとして消費者庁から2019年7

反社会的勢力への対応について

月8日に景品表示法に基づく措置命令（優良・有利誤認表示）
を受けました。

『内部統制システム構築の基本方針』において反社会的勢力

この命令を受けて、同社では全従業員に対して教育を実施す

との関係遮断、不当要求の拒絶、被害の防止を掲げています。

るとともに再発防止に向けた取組みの徹底を図っています。
当社グループ内の他企業においても訴求媒体等の表示につい
ては、社内ルール・マニュアルに則った運用の徹底により、
「お
客さまに正しい正確な表示（情報）
をご提供すること=法令遵
守」
の強化・徹底に努めています。
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リスクマネジメント体制
リスクマネジメントの推進
当社グループでは、
内部統制システム構築の基本方針に基づいてグループ各社の主体的なリスクマネジメント体制を整備構築
しています。
グループリスクマネジメントの実現のために、
コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議を設置して、現状のリスク対応状況
の共有をはじめ、
グループを取り巻く様々な環境の変化によるリスクトレンドの理解促進を図っています。

リスクマネジメント体制について

2回定期開催し、オブザーバーとして監査役が出席しています。

グループリスクマネジメント推進会議を設置し、定期的に開催し

グループ内では最大規模の会議としてリスクマネジメントを強

て、
グループ全体のリスクマネジメントの基盤を構築しています。

化するなかで、
リスク低減を中心とした対策の選択および方

（参照元 P.36 コンプライアンス・リスクマネジメント体制図）

向性の審議等を行い、
グループ全社の統合的なリスクマネジ

平常時のリスク管理として、
リスクの発生の予防・軽減および

メントの実現に向けた推進を図っています。
（2019年度は59

リスク発生時における拡大予防のための諸施策の策定・実

名増の78名を任命）

施・改善を行います。企業の価値に影響のある重大なリスクに
対応するための計画を策定し、
リスクマネジメントの実践の基

事業継続に向けた重要な取り組み

礎となる教育・訓練を通してPDCAサイクルを構築しています。

1.事業継続計画（BCP）

また、緊急事態（おそれを含む）発生時には、推進会議への報

発生予測が困難な自然災害として、回避のできない大規模地

告を義務として定め、
さらに全社的な組織対応を行う重大な

震や水害および、鳥インフルエンザなどの感染症拡大のおそ

緊急事態である場合は、対策本部の設置および、外部機関等

れがあるパンデミック等の被害を想定し、事業への影響を低

と連携等を含め、必要な対応を行います。

減しながら、確実に事業復旧をできるよう策定しました。
また
計画を着実に実行に移し、想定した事態に対応できるよう、定

コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議の具体的な

※
期的な訓練を行いグループ全体でPDCAを回しています。

2.サイバーリスク対策プロジェクト

取り組み

2013年度から2017年度まで経営会議の諮問の位置づけと

「情報セキュリティ管理規定」
のもと、
グループITガバナンスにお

しての
「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」
を、2018

ける重要な役割を持ち、
サイバーリスク対策を立案および推進

年度から実効性をより高めるために、
「コンプライアンス・リス

する組織として、人的、組織的、技術的側面から安全対策を講

クマネジメント推進会議」
と改称し、重点的に取り組む重大リ

じているだけでなく、
コンピュータセキュリティにかかるインシ

スクの選定や見直しを含め、継続して取り組んでいます。

を構築しています。
デントに対処するための組織（CSIRT）

リスク対応計画に基づく報告内容を共有し、様々なリスク認

当プロジェクトは、
デジタル化を推進するなかでの横断的な組

識を最新化し、
リスク発生予防を含めリスク発生時の影響を

織として位置づけられ、グループ内における独自ITシステムの

限定的にするよう、
日常のモニタリングに有効活用しています。

管理体制構築および基準などの不断の見直し、
サイバー攻撃

グループ全体でメンバーを構成するコンプライアンス・リスクマ

への対応および防御を中心としたサイバーリスク体制の強化

ネジメント推進会議において、議長は代表取締役社長が務め、

を推進し、不正アクセスの対策のため、従業員メール訓練等の

議長が任命した部門長メンバーで構成し、規模拡大の下に年

教育を継続的に実施し、情報資産の保全に取り組んでいます。

※ デパート店舗におけるリスクマネジメントを、
ウェブサイトで紹介しています。
お客さまの安全・安心への取り組み

https://imhds.disclosure.site/ja/themes/144
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コーポレート・ガバナンス

ボードメンバー

3

5

9

8

7

6

1

10

11

4

2

13

14

12

＜2019年6月17日現在＞

取締役
1 代表取締役会長

赤松 憲

1952年9月5日生

2 代表取締役社長執行役員 CEO

杉江 俊彦

1961年2月15日生

※
3 代表取締役副社長執行役員 CMO

竹内 徹

1960年5月21日生

1975年（株）三越（当時）入社。業務部長等を経た
後、2008年の当社設立時に取締役常務執行役員に

1983年（株）伊勢丹（当時）入社。家庭用品、婦人服

1983年（株）伊勢丹（当時）入社。紳士服、婦人服等

飾雑貨、食品等の営業部門や営業支援部門を経験

を中心に従事し、海外の事業子会社への出向経験も

就任。総務・経理・管財・物流等の部門統括責任者で

し、2012年に当社の取締役常務執行役員に就任以

含め、長らく営業部門を牽引してきました。2013年に

ある業務（管理）本部長として当社グループの基盤整

降は、経営戦略本部長として海外、
システム、不動産、

は当社常務執行役員として
（株）札幌丸井三越代表

備、
コスト削減、ガバナンス体制の構築等を推進しま

関連事業等の各部門も所管しながら経営計画の実現

取締役社長執行役員を、2016年には当社グループ人

した。
その後、
当社の持分法適用会社である新光三越

に向け当社グループを牽引してまいりました。2017年

財本部長を、2017年からは
（株）三越伊勢丹取締役

百貨股份有限公司
（台湾）の副董事長（2016年）を

4月に当社および（株）三越伊勢丹の代表取締役社長

専 務 執 行 役 員として百 貨 店 事 業 本 部 長を歴 任。

経て、2017年に当社代表取締役会長に就任。取締役

執行役員に就任。営業部門と企画部門双方での豊富

会議長を務める等、
その豊富な知見とリーダーシップ

な経験の中で培ってきた百貨店事業とグループ事業

2019年4月に当 社 代 表 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員
CMOに就任し、マーチャンダイジングの最終執行権

により当社の企業価値向上とさらなるガバナンスの強

全般に幅広く精通する能力とリーダーシップにより、
グ

者としてグループ全体の企業価値向上に大きく貢献し

化に貢献しております。
また、2017年より日本百貨店

ループ全体の企業価値向上を推進しております。

ております。
※CMO=チーフ・マーチャンダイジング・オフィサー

協会会長として百貨店業界全体の発展のために尽力
しております。
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※
4 取締役常務執行役員CAO

武藤 隆明

1956年11月28日生

※
5 取締役常務執行役員CFO

伊倉 秀彦

1964年7月5日生

6 社外取締役

独立役員

久保山 路子

1956年4月16日生

1979年（株）三越（当時）入社。長らく人事、総務部門

1987年（株）伊勢丹（当時）入社。1990年代を中心に

（ 現・花王（株））入社。商品広
1980年花王石鹸（株）

に従事し、2017年からは当社常務執行役員リスクマ

米国やタイへ海外出向し財務経理部門や事業リスト

報センター・センター長を務めるなど、主に商品開発
やマーケティングの部門に従事。現在は同社生活者

ネジメント室長としてグループ全体のリスクマネジメン

ラクチャリング等を経験。帰国後は当社の経営企画部

トを推進。2018年6月からは当社取締役常務執行役

門、エムアイカード社の経営等に携わる中でM&A業

員CACO（チーフ・アドミニストレーション・アンド・コン

務や外部提携業務、構造改革案件を広く担当。2018

（株）三井住友銀行社外取締役を兼職。
このほかマー

プライアンス・オフィサー）
として総務や財務経理、人

年からは当社経営企画部門長に就任、2019年4月か

ケティングに関する豊富な経験に基づき多摩大学大

事等の複数の部門を管掌してまいりました。2019年

らはCFO、同年6月からは取締役に就任。
グループ全

学院客員教授として教鞭を執るなど多彩に活躍して

度からはCAOに就任。
グループの業務、総務、CSRに

体の予算・投資・財務等における最終執行権者とし

います。当社社外取締役には2018年より就任し、消

おける最終執行権者として手腕を発揮し、
当社グルー

て、
その財務面・経営面での幅広い経験とスキルによ

費者をはじめとした多様な視点が求められる当社取

プの企業価値向上に貢献しております。
※CAO=チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー

り当社グループの企業価値向上に寄与しております。
※CFO=チーフ・フィナンシャル・オフィサー

締役会において、独立した立場から業務執行に対して

研究部コミュニケーションフェローを務めると同時に、

有益な助言および適切な監督を行っております。
※久保山路子氏の戸籍上の氏名は岩﨑路子であります。

7 社外取締役

独立役員

飯島 彰己

1950年9月23日生

8 社外取締役

独立役員

土井 美和子

9 社外取締役
1954年6月2日生

小山田 隆

1955年11月2日生

1974 年三井物産（株）入社。2009 年には同社代表

（ 現・
（株）東芝）入社。大
1979年東京芝浦電気（株）

1979年（株）三菱銀行（当時）入行。2016年には（株）

取締役社長に就任。日本を代表する総合商社の経

手電機メーカーである同社における情報技術分野の

三菱東京UFJ銀行
（同）頭取に就任。国内トップクラス

営者として卓越した手腕を発揮し同社の成長に大き

研究者・責任者を務め、
同分野の専門家として多数の

のメガバンクである同社の経営者として手腕を発揮し、

な役割を果たしました。現在は代表取締役会長とし

功績を上げております。現在は国立研究開発法人情

その長年にわたる金融機関での経験で培われた財務

て同社の取締役会議長を務め、経営の監督者の立

報通信研究機構の監事を務めるとともに、
（ 株）野村

に関する深い知識を備えています。現在は
（株）三菱

場から同社のコーポレート・ガバナンス推進に重要

総合研究所の社外取締役を兼職。国土交通省運輸

UFJ銀行特別顧問であると同時に、三菱電機（株）等

な役割を果たすと同時に、
（ 株）
リコー社外取締役、

安全委員会の委員や奈良先端科学技術大学院大学

の社外取締役を兼職。公益財団法人日本国際問題研

ソフトバンクグループ（株）社外取締役等の社外役員

の理事としても活躍しています。
当社社外取締役には

究所の代表理事および副会長も務めています。
当社社

を兼職。当社社外取締役には2019 年 6月に就任し、

2019年6月に就任し、その高い情報技術分野の知見

外取締役には2019年6月に就任し、
その高い専門的

その豊富な見識に基づき、独立した立場から当社の

に基づき、独立した立場から当社の業務執行に対して

見地から、
当社の業務執行に対して有益な助言および

業務執行に対して有益な助言および適切な監督を

有益な助言および適切な監督を行っています。

適切な監督を行っています。

行っております。

監査役
11 常勤監査役

10 常勤監査役

瀧野 良夫

1956年5月11日生

1981年（株）伊勢丹（当時）入社。以来、百貨店の営業
政策や店舗運営に関する業務を中心に従事し、
2011
年
（株）三越伊勢丹執行役員伊勢丹立川店長、
2013
年同社常務執行役員伊勢丹新宿本店長、2014年当
社常務執行役員リスクマネジメント室長を経て、
2016

白井 俊徳

12 社外監査役
1959年1月28日生

1982年（株）伊勢丹（当時）入社。経理部門等に従事

宮田 孝一

1953年11月16日生

1976年（株）三井銀行（当時）入行。2011年（株）三

した後、国内外の事業子会社に出向し総務や経理、
お

井住友フィナンシャルグループ取締役社長。現在は

よび当該会社の経営全般を幅広く担当しました。
その

（株）三井住友銀行取締役会長を務めると同時に、

後は一貫して経営戦略部門に従事し、
当社取締役常

ソニー（株）社外取締役等の社外役員を兼職。
当社社

務執行役員就任後は2017年に経営戦略本部長、

外監査役には2016年に就任し、
その長年にわたる日

年に当社常勤監査役に就任。
営業部門およびコンプラ

2018年にCSRO（チーフ・ストラテジー・アンド・リスト

本を代表する金融機関の経営者としての豊富な経験

イアンスやリスクマネジメントに係る管理部門等での

ラクチャリング・オフィサー）
として事業構造の改革に

と財務に関する知見を生かして当社の監査に貢献して

豊富な経験を生かして監査を行うとともに、取締役会

取り組んできました。
当社常勤監査役には2019年6月

います。
また、
その幅広い見識により当社の取締役会

等において意思決定の妥当性・適正性を確保すべく適

に就任し、
グループの事業に対する深い見識を生かし

において、意思決定の妥当性・適正性を確保すべく適

切な助言・提言を行っています。

て監査を行うとともに、取締役会等において意思決定

切な助言・提言を行っております。

の妥当性・適正性を確保すべく適切な助言・提言を
行っています。

13 社外監査役 独立役員

藤原 宏髙

1954年5月21日生

14 社外監査役

独立役員

平田 竹男 1960年1月16日生

1985年飯島山田法律特許事務所入所。1995年ひか

1982年通商産業省（現・経済産業省）入省。2002年

り総合法律事務所設立。2007年より慶應義塾大学

に転職し、
（財）
日本サッカー協会専務理事に就任。現

法務研究科（法科大学院）非常勤講師。2015年には

在は早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授とし

弁護士法人ひかり総合法律事務所を設立し、代表弁

てスポーツビジネスの振興に大きく貢献すると同時

護士に就任。
当社社外監査役には2016年に就任し、

に、楽天（株）
の社外監査役を務め、2013年には内閣

長年にわたる弁護士活動で培われた高い見識および

官房参与にも就任。当社社外監査役には2017年に

これまでの他社での監査役の経験を当社の監査や

就任し、
その多岐にわたる豊富な知見を当社の監査

コンプライアンス体制の構築・維持に発揮するととも

に発揮し、
グループのガバナンス機能の一層の強化に

に、独立した立場から、当社の取締役会において、意

貢献するとともに、
より多様な視点が求められる当社

思決定の妥当性・適正性を確保すべく適切な助言・提

の取締役会において、独立した立場から適切な助言・

言を行っております。

提言を行っております。
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飯島 彰己

終わりではなく、
魂を込めていかなければな

は、
「3ヶ年計画
（2019〜2021年度）
」で

りません。
三越伊勢丹グループは、
様々な商

掲げる通り、
オフラインとオンラインの融合

品のバリューチェーンの最前線で、
消費者

など、
価値創造に積極的に取り組んでいる

と直接向き合う企業としてお客さまを幸せ

と感じていますが、厳しい環境を前提にし

にすることが使命ですが、
同時に従業員を

ますと、
「健全な危機感」
をもって取り組み

ハッピーにすることも大切な視点であり、
そ

を加速させ、
一日も早く具体的な事業とし

のために経営を担える人材を若いうちから

て展開していく必要があると思います。
そ

しっかりと養成していくことが重要です。

のためには、従来のPDCAだけではなく、

一方、外部環境に目を転じますと、
かな

「観察
（Observe）
」し
「情勢へ適応

」
し、
「意思決定
（Decide）
」
し
「行
り厳しいものがあると言わざるを得ません。 （Orient）
ロボティクスなどのデジ
AIやビッグデータ、

」
する“OODA”の考え方を取り入
動
（Act）

私は社外取締役に就任してまだ数ヶ月

タル技術が急速に進歩するなか、
あらゆる

れることも有効ではないかと考えています。

ですが、
三越伊勢丹グループのガバナンス

業態がチャンスとリスクの狭間にあります

私は、
これまで投融資やトレーディングな

はどの会社と比較しても遜色なく、特に指

が、
リテールの世界では、
消費市場の成長

ど、
三井物産が手掛ける多岐にわたる事業

名報酬委員会をかなりの頻度で開催して

鈍化やネット通販の台頭という形で、
既存

の多くを経験してきました。
現在は会長とし

いることは先進的だと感じています。現在

企業にとってのリスクがすでに顕在化して

て取締役会議長を担い経営を監督する立

は監査役会設置会社ですが、
どの統治形

きています。百貨店は、長い歴史のなかで

場にありますが、
その経験のなかで得られた

態を選択していてもそれぞれに長所と短所

培ってきた各種のノウハウやブランド力、

物流やデータテクノロジー、
ファイナンス、
リ

があり、取締役会の実効性評価の結果を

顧客基盤といった資源を活かして業態を

スクマネジメントなどに関する有形・無形の

分析し、
足りていない点を補強していくこと

進化させ、新たな価値を生み出していける

ノウハウを活かして、
三越伊勢丹グループの

が必要です。
ガバナンスは形を整えることで

かが問われています。
三越伊勢丹グループ

経営に役立てていきたいと考えています。

歴史ある三越伊勢丹グループは、今は

をいち早く察知し、上司や経営陣にボトム

まさに大きな変革期にあると言えます。

アップで提言する姿勢が重要になります。

2018年11月の「三越伊勢丹グループ3

修正力、柔軟性、現場のパートナーシップ

ヶ年計画（2019〜2021年度）」
において、 と自律性が、
さらなる強みとして発揮され
今後のビジョンや戦略を発表したことに

ることを期待しています。

続き、2019年11月7日には第2四半期決

2018年6月の就任以来、私がこの会社

算説明会資料のなかで
「3ヶ年計画進捗

のコーポレート・ガバナンスに関して感じて

及び今後の取組み」
を開示し、各取り組

きたのは、様々な改善を果敢に行い、
ガバ

みのスタート状況を示すことができました。

ナンスの向上に積極的に取り組んでいる

しかし環境変化には不確定要素もあり、

な、
ということです。特に指名報酬委員会

ゴールへの道のりには期待も不安もあり

は忌憚なく深い議論をする場として非常

ます。三越伊勢丹グループはこれまで、商

に有効に機能しており、
取締役会について

行への助言や経営の監督のどちらの場

品への目利き力やおもてなしの心、
お客さ

も重要な案件に議論の時間を重点的に割

面においても、顧客や従業員視点で問い

まと向き合う誠実な姿勢、
やるべきことを

くよう工夫が図られています。
この先コー

続けます。
「その取り組みは、
はたしてお客

しっかりとやり遂げる堅実さなどを強みと

ポレート・ガバナンスはますます強く求めら

さまから信頼を得られるであろうか」、
「大

してきましたが、
「期待と不安」
が入り混じ

れ、磨き上げが必要となります。現状に満

きな変革期のなか、従業員が自身の成長

るこの先のフェーズでは、
チャレンジする

足することなく、
今の健全性や前向きな姿

や働き甲斐を感じられるだろうか」。人が

勇気や変化をつくる独自性やタフネスさ、

勢をより一層高めていくことが、
さらなる企

活かされる経営の舵取りにより、
この会

上意下達ではなく組織メンバーが
「自立」

業価値向上につながると考えます。

社が将来にわたり社会の良き構成員とし

社外取締役 独立役員

久保山 路子

し
「自律」
することなどが今まで以上に必

そのようななかで、私は社外取締役と

要になってきます。
どんなに良い戦略を立

して、
「人」
という視点にこだわって役割を

丹グループの企業価値向上に誠心誠意、

てても想定外のことがあるため、課題点

発揮していきたいと考えています。業務執

全力で貢献していきたいと思います。
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て存在し、成長していけるよう、三越伊勢

