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サステナビリティ推進の考え方

私たちの考え方
人と時代をつなぐ

三越伊勢丹グループ
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価値創造プロセス P.05

サステナビリティ
基本方針

社会に対する企業の責
任として、社会のさまざ
まな課題に向きあい、
企業活動を通じてそ
の解決に貢献すること
で、かかわりのあるすべ
ての人々の豊かな未来
と、持続可能な社会の
実現に向け役割を果た
していきます。

企業倫理
行動基準

「サステナビリティ推進会議」
当社のサステナビリティ活動の方向性・重点取組等について、グルー
プ全社での推進・浸透を図る会議体。CEOを議長とし、部門長（ビジ
ネスユニットの代表者）、関係会社代表者で構成。2018年度は、2
回開催。

「サステナビリティ推進部会」
上記推進会議傘下の部会で、CAOを議長とし、各社・各店総務部長
などの所属長（ビジネスユニットの構成組織の長）からなるサステナビ
リティ施策推進のための会議体。2018年度は、2回開催。

コーポレート・ガバナンスガイドライン P.31

① 人権の尊重 ② 法令遵守と公正な雇用　③ 不当な労働の禁止
④ ハラスメントの禁止 ⑤ 多様性の尊重　　　　⑥ 差別の禁止
⑦ 健康の保持・増進 ⑧ 労働安全衛生の確保

人権方針

① 法令遵守・公正取引 ② 品質管理　③ 持続可能性
④ 生物多様性対応 ⑤ 環境負荷軽減と汚染防止
⑥ 廃棄物の発生抑制と資源循環 ⑦ 化学物質の排除
⑧ 人権の尊重・不当労働の禁止　他全12項目からなる。

調達方針

人と地域環境が調和する持続可能な社会の実現に向け、
環境保全活動を企業の責任ととらえ実行していくことを掲げる。

環境方針

　2018年度より、ESG（環境/社会/ガバナンス）、SDGs（国連の持続可能な開発目標）の視点を踏まえ、環境対策を含めた従来の
CSR活動のマネジメント体制を大幅に見直しました。三越伊勢丹ホールディングス社長（CEO）を議長とする「サステナビリティ推
進会議」を創設し、トップのリーダーシップのもと、事業を通じた社会的課題の解決と企業価値向上を両輪とする持続可能な経営を
めざします。
　「私たちの考え方」で掲げている“人と時代をつなぐ三越伊勢丹グループ”のもと、企業としてサステナビリティ推進を重点課題とと
らえ、社会環境や消費環境の変化に対応した重点取組（マテリアリティ）を抽出しました。
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「豊かさ」を求める「世界中のお客さま」と「人･地域･時代･社会」の「つなぎ手」であり続けるため、
ガバナンスやコミュニケーションを基盤とし、以下の3つの重点取組を推進します。

重点取組（マテリアリティ）の選定プロセス

サステナビリティの3つの重点取組（マテリアリティ）

Step1 Step2 Step3 Step4
課題項目の選定 社内での対話 ステークホルダーの評価 KPI設定とモニタリング

企業が持続可能な成長を続け
るうえで、影響があると考えられ
る社会課題・環境変化を100
項目抽出

当社の経営戦略、外部アドバイ
ザーの意見を参考に、社会への
影響度と当社事業への影響度を
プロット。14項目に絞り込み、
3つのマテリアリティに分類

お客さまアンケートなどステー
クホルダーへのヒアリングを通
じてマテリアリティの方向性に
ついて確認

重要項目にKPIを設定し
モニタリング実施

「商品の品質・安全の確保」が、例年当社グループに最も期待され
ている項目である一方で、「持続可能な資源利用」、「社会課題解
決につながる商品・サービス」、「従業員が働きやすく成長できる
環境整備・人材育成」について期待度が上がっています。

三越伊勢丹グループ事業への
影響度

社
会
へ
の
影
響
度

社会へも、当社事業へも影響の大きい項目 お客さまアンケート実施（2019年3月・WEB会員約11,000名回答）

＜当グループに一番期待されていること（複数回答）＞

働きやすい環境の整備と人材投資

公正な取引と事業活動を推進
グループガバナンス・コミュニケーション

重点取組3
従業員満足度の向上

地域・作り手とお客さまをつなぐ 安全・安心な環境を過去から未来につなぐ
持続可能な社会・時代をつなぐ

重点取組2
人・地域をつなぐ

重点取組1

人と時代をつなぐ三越伊勢丹グループ

2030年環境中期目標 P.29

1 富裕層の拡大への対応 
2 多様な消費形態の拡大への対応 
3 少子高齢化・長寿命化への対応 
4 都心回帰と地方過疎化への対応 
5 AI（人工知能）・ロボットの進化 
6 ECビジネスの拡大 
7 日本一働きやすい会社 
8 サステナビリティ調達 
9 エネルギーの低炭素化 

10 廃棄物削減とリサイクル推進 
11 海や陸の生物保護の推進 
12 顧客、取組先の環境保全意識の高まり 
13 地域活性化に向けた取り組み推進 
14 コーポレート・ガバナンス／コンプライアンス 

1商品の品質・安全の確保 48.3%
2持続可能な資源利用（リユース・リサイクル） 44.8%
3食品ロスの削減 29.8%
4社会課題解決につながる商品・サービス
（ユニバーサル対応）

23.6%

5従業員が働きやすく、成長できる環境整備・人材育成 22.8%
6文化振興（文化展の開催、芸術支援など） 22.5%
7プラスチック問題（レジ袋等）への対応 12.8%
8コンプライアンス（法令遵守） 10.5%

　2018年度、チーフオフィサー会議での論議や外部アドバイザーからのご意見、お客さまからのアンケート結果を反映し、「重要取
組（マテリアリティ）」の特定を行いました。 世の中の課題やステークホルダーからのご要望を、百貨店事業を軸に当社の強みを最大
限に活かす戦略に照らして、下記のプロセスに基づき3つの重要取組（マテリアリティ）を選定しました。
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3つの重点取組に基づいた取組事例をご紹介します。

人・地域をつなぐ

持続可能な社会･時代をつなぐ

重点取組1

重点取組2

三越伊勢丹グループではお客さまのより豊かなライフスタイルの実現に貢献するため、世界各国の文化や芸術のご紹介、
保有する史料の活用のほか、次世代の若手クリエイターとの取り組みや地域産業の活性化支援なども行っています。 

未来に向け持続可能な社会をつなぐため、安全・安心な商品・サービスの提供、
低炭素社会や省資源をはじめとした環境負荷軽減につながる取り組みを進めていきます。

　「新潟の銘品」を集め、三越伊勢丹のフィルタを通して全国に新潟の魅力を発
信することを目的としたプロジェクト「NIIGATA越品」。2017年4月からは新潟伊
勢丹で常設ショップとして、週／月替わりのテーマの下でモノ・コトの発信をしてい
ます。産地を体験するレストランバスツアーや地域の生産者と協業したオリジナル
商品開発「EPPIN EYE」の取り組みなど、新しいチャレンジを続けています。
　2019年6月の定時株主総会では、金属洋食器の代表的産地である新潟・燕
三条市で80年の歴史をもつヤスリ専門メーカー＜柄沢ヤスリ＞が手掛ける
「NIIGATA越品・爪ヤスリ」を記念品として配布しました。

「NIIGATA越品」（2016年～） 新潟三越伊勢丹地域産業の活性化支援

産学連携の取り組み

若手クリエイターの育成

　2019年5月、伊勢丹新宿本店で産学連携の取り組み「STUDENT DENIM 

REMAKE」を開催しました。（株）エドウィンなど複数のデニムメーカーのご協力に
より、ファッションに関心のある学生ファッション団体や学生にデニム素材を提供。
学生たちは思い思いのクリエーションを制作し、イベントで作品を発表後、伊勢丹
新宿本店で展示販売しました。今回で3回目を迎え、通常メーカーでは製品化さ
れず廃棄されてしまう素材を利用したアップサイクルにつながるサステナブルな取
り組みで、学生にデニム・ファッションの魅力を伝える役割も期待されています。

　お客さまに身近な環境で芸術を感じていただく「三越アート&クリエーション」を開催。
若手アーティストに発表の場を提供するなど、次世代育成につながる取り組みです。
　2018年度は東京藝術大学とコラボレーションを行い、大学院在学生および卒業
生約100名による作品を美術フロアで発表しました。三越の包装紙をデザインするデ
ザインコンペティションも実施し、優秀作品を期間限定で包装紙として使用しました。

　低炭素の取り組みが求められるなか、2018年度に「三越伊勢
丹グループ2030年環境中期目標」を策定しました。気候変動対
策を全社の目標に掲げ、CO2排出総量削減に取組んでいます。
なお、削減目標値は、パリ協定と同様に2013年度を基準年度と
し、さらに国の国際公約を上回る設定としています。

「三越アート&クリエーション」（2014年～） 三越日本橋本店

2030年環境中期目標の策定 2030年環境中期目標 2018年度実績

CO2排出削減
（総量）

グループの「CO2排出総量」
（SCOPE1・2）について、2013
年度を基準年度として2030年
度に▲42%とする（調整後変動
係数を適用）

▲20.2%

グランプリ賞

展示販売された学生たちの作品

NIIGATA越品・爪ヤスリ

三越オーディエンス賞

「STUDENT DENIM REMAKE」（2018年～）  伊勢丹新宿本店 
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従業員満足度の向上
重点取組3

「日本一働きやすい会社」の実現をめざし、心身の健康保持・増進をはじめとした働き方改革、
および従業員が安心して働くことができる職場環境づくりに注力しています。

　2018年度より三越伊勢丹ホールディングス社長（CEO）を
議長とした「働き方改革推進会議」を新たに設置し、有給休暇
取得の拡大、社内メールや書類作成の簡素化ルール設定によ
る業務生産性の向上、ハラスメントの撲滅等にグループ全体で
取り組んでいます。かねてより課題のあった上位職（係長以上）
の有給休暇取得日数は、2018年度にはグループ全体で前年比
128%と大幅に増加しました。また、所定労働時間の短縮
（2019年4月～）や業務生産性の向上に向けた在宅勤務制度
の拡大（2017年度～）等を推進しており、働き方改革関連法の
施行に伴う残業時間の上限規制（月45時間）、有給休暇5日の
取得義務化についても、法令遵守を上回るレベルでの達成をめ

ざし、さらなる総労働時間の短縮を図っていきます。
　在宅勤務は現在本社スタッフや商品担当を中心に約100名
が制度を利用。今後もデジタルインフラの整備と連動し、制度利
用者の拡大を推進していきます。働き方の選択肢を拡大し、多
様化する価値観やニーズに対応することで、さらなる従業員満
足度の向上、生産性の向上につなげていきます。

　日本橋地区で推進されるスマートシティ計画に参画し、
2019年度内に本館へのエネルギーの供給を開始予定です。日
本橋室町三井タワー内のプラントに設置される高効率発電機
（ガスエンジン）とコージェネレーション・システム※により電気お
よび熱の供給を受けるもので、プラント本体の高い耐震性能お
よび防水性能と、三越日本橋本店本館の免震性能を組み合わ

せることにより、激甚災害時の安定したエネルギー供給と高い
BCP（事業継続）対応力を実現します。また、万一、お客さまが
帰宅困難になった場合の店内滞留や、食品フロアの営業など
社会インフラ・ライフラインとして求められる機能も高めること
ができます。

日本橋スマートシティ計画への参画 三越日本橋本店

※コージェネレーション・システム：高効率発電による発電時に発生する熱
を、温水と蒸気に変換し、地域冷暖房（空調・給湯）に利用するシステム

　2019年5月1日に三越日本橋本店 本館屋上に、新しい街づくりが進む日本橋
エリアの新たなランドマーク『日本橋庭園』が誕生しました。「つながりのもり」を
コンセプトに、都心の百貨店の屋上とは思えない開放感あふれる空間に、四季
折々の自然を感じられる庭園を設えました。
　本館の高さが皇居の標高と同じ百尺（約31m）であることから、皇居の豊かな森
と同じ植生を屋上空間に再生し、都市のなかに自然とのつながりを取り戻す起点
をつくり、人間だけでなく生きものにとっても居心地の良い、生物多様性保全につ
ながる環境づくりをめざしています。

屋上緑化の取り組み ＜日本橋庭園＞ 三越日本橋本店

　国内で毎年不要になり廃棄される衣料品は100万トン以上。その衣料品を回収
し、燃料やポリエステル原料へとリサイクルを行う、日本環境設計（株）の「BRING」
回収プロジェクトに賛同し、 2017年度より支店や地域店の一部で衣料品回収を
行っています。2019年6月には支店4店舗で不要衣料品の回収リサイクルをはじめ、
リフォームやリペア/レンタルサービスなどの取り組み「未来へつながるやさしい生
活」を開催。8月には三越銀座店でも初めて衣料品回収を行いました。今後、回収
実施店舗や対象商品についても順次拡大していく予定です。

資源循環の推進 グループ各店

お客さまから衣料品を回収する様子

日本橋庭園

（株）三越伊勢丹の所定労働時間の短縮
2018年度 2019年度 増減

年間 1972時間 1840時間 ▲132時間

1日あたり 7時間55分 7時間25分 ▲30分
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