
その間強く感じたことは、私たちがいま進めて

いる改革をよりスピードアップさせなくてはな

らないという強い危機感とめざしてきた方向

には間違いがなかったという確信です。

長期計画をバックキャストした 
新・3ヶ年計画の策定へ

　そこで今回、これまで推し進めてきた3ヶ年

計画を見直す決断をいたしました。10年後に

めざす姿を明確にした長期計画を策定し、今後、

そこからバックキャストした新たな3ヶ年計画

（2021～2023年度）を公表する予定です。

新型コロナウイルス感染症による世界的な価

値観や社会の変化を受け、私たち自身が変化

する時代に合わせてビジネスモデルを大きく

進化させていかなければならないと痛感した

からです。

　当社の百貨店事業の利益率はどんなに頑

張っても5%に満たない収益性であり、損益分

岐点売上は高く、天候や景況悪化などの影響

がすぐに利益に直結し、グループの経営基盤

が揺らいでしまいます。当社は百貨店事業が

グループの大半を占めるため、経営の安定化

のためには元来ビジネスモデルの進化が大き

な課題でしたが、10年先の将来の在りたい姿

を定め、それを実現するためには、ステップ感

をもって実現していくことが必要と判断いた

しました。

　この決断は、2020年6月に当社が指名委員会

等設置会社へ移行したことも大きな要因です。

移行後に、早速社外取締役の皆さまに中長期

計画策定の議論に加わっていただきましたが、

グループとしてこの感染症の影響をどう乗り

越え、10年後の未来をどう描くか、それを踏

まえ、いかにして中長期計画を策定するか、

「新時代の百貨店」をめざして、 
歩み続けます

　まずは、この度の新型コロナウイルス感染症

に罹患された方とそのご家族、関係者の皆さま

にお見舞い申し上げるとともに、お亡くなりにな

られた方々に心よりご冥福をお祈りいたします。

そして、医療機関に従事される方々をはじめ、

感染拡大防止に日々ご尽力、ご協力されている

皆さまに深く感謝申し上げます。

　私たち三越伊勢丹グループは、2019年度

から、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）の実現を柱とした

3ヶ年計画（2019～2021年度）を掲げ、全社

員一丸となって成長戦略と構造改革を進めて

まいりました。

　重要な取り組みのひとつであるオンライン

とオフラインのシームレス化などでは、想定を

上回るペースの進捗も見られ、手ごたえを感じ

ていたところでした。しかし、そこに起きたのが、

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡

大です。

　新型コロナウイルス感染症は、訪日外国人を

消滅させたばかりか、お客さまの生活スタイル

まで一変させ、ビジネスシーンのみならず、日

常生活においてもデジタル化が急速に広がり

ました。今後、これまでの日常を取り戻せたと

しても、このデジタルを活用した生活スタイル

が元に戻ることはないでしょう。

　政府の緊急事態宣言を受けてグループ全店

の店舗休業を行ったことで、約2カ月間お客さ

まにお目にかかることができませんでしたが、

取締役代表執行役社長 CEO

杉江 俊彦

「人と時代をつなぐ 三越伊勢丹グループ。」
10年先の新しい成長 ステージへ

厳しくもありがたいご指摘をいただきながら

侃々諤々、議論してまいりました。また並行して、

社員も策定段階から議論に加わり、意見を交

わしながら進めてまいりました。

　その中でまずは10年後にめざす姿の大まか

な考え方を経営から社員全員に共有し、その素

案をもとに、社内の各階層でさらに細かな議論

を進め、具体的な計画の策定へつなげています。

こうして社外取締役を含めた経営層から社員

までが一丸となって策定していくことで、危機

感や問題意識を共有できたと感じています。業

績をしっかりと回復基調にのせる短期的な視

点と同時に、持続的な成長を可能とする資産の

組み替えや事業ポートフォリオの変更も含めた

長期的で抜本的な改革を推進いたします。

　新計画の公表時には、ステークホルダーの

皆さまにもご理解、ご支持いただけることを期

待しております。

10年先の事業環境は、 
ますます厳しさが増す状況に

　では、10年後、私たちのビジネスを取りまく事

業環境は、どのように変化しているのでしょうか。

　確実にわかっているのは、人口動態が変化

していることです。日本国内ではご承知の通り、

人口が減少し、都心部ではある程度の人口が

維持されていたとしても、地方では人口減少と

ともに老齢化が進み、消費人口も減るため、小

売市場の縮小は避けることができません。

　それは、海外市場でも同様です。アジアでは、

フィリピンのように今後も人口が増加していく

国・地域は一部であり、中国やシンガポールな

どの主要国では人口が減少に転じ、そこを主

戦場にしている当社グループにとり、現状のま

までは厳しい状況になることが明白です。
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成長に向けて、お客さまのご要望に
積極的に応えてまいります。

　今回のパンデミックにより、国内外の老舗ア

パレル企業が苦境に立たされましたが、これは、

私たちファッション業界に携わってきた多くの

企業が、変わりゆく時代の流れに乗ることが

できず、消費の多様化に対応できていないこと

の表れではないかと思います。

　同時に、多くの人が「本当に必要なものは

なんだろう」と自問した結果、量よりも質を重

視した、サステナブルなモノを選択するように

なり、お買物の頻度が少なくなりました。このよ

うな消費動向の変化も、今後、さらに大きな流

れとなっていくでしょう。

リアルとデジタルを融合して 
お客さまのニーズに寄り添う

　私たちは、この未来をただ恐れているわけで

はありません。

　人口減少に伴い、実店舗の商圏人口が中長

期的に2割から3割程度減少することを想定し、

ここ数年間で店舗の見直しを進めてまいりま

した。未来の都市の在り方や、人々の暮らし方

を見据えたコンパクトシティ構想をふまえ、未

来の街づくりの中心になるであろう店舗に関し

ては、今後も運営を継続していく計画です。

　また、お客さまのニーズに関しては、以前か

ら重要視されてきた「自分らしさ」が、これから

も商品選びの核になるだろうと考えています。

ただ、人が何を「豊かさ」だと感じるかという

点については、その時代により変化するもの

であり、常に時代に合った商品構成に変えら

れるよう、私たちも機敏に、そして敏感に対応

する必要があるでしょう。

　さらに、私たちは、これまでの成功体験に固

着したまま、変化を拒み続けてきた過去の反省

をふまえ、10年後のお客さまが大切に思うモノ、

ニーズにお応えできる環境を構築するため、

積極的なデジタル化も進めています。これま

でのように店舗だけで実現しようとすれば、多

額の投資が必要となる作業も、デジタルにシフ

トすることで、より早く、より簡単に、より低コ

ストで、お客さまのニーズに寄り添うことがで

きます。

　情報が溢れすぎている現代では、デジタル

化を進めるにあたってインターネット上に賛否

両論の意見があり、その両方を目にすることで、

自身で良いものを判断できず、モノの価値がわ

かりにくいという問題もありますが、それを解

決できるのは、やはり「人」だと考えています。

　ある商品を信頼できる「人」が勧めていれば、

それがモノの価値に上乗せされ、評判が広がっ

ていきます。現在、実店舗では、私たちの特徴

をいかせるお買場づくりを進めるとともに、各

ブランドにお任せしているお買場の商品も従

業員が把握することで、ニーズに合った商品を

的確にご提案できるよう、施策を進めています。

その結果、SNSに数万人のフォロワーを抱え

る従業員の商品提案が、売上につながる例も

見られるようになりました。

　このように、実店舗を持つ私たちだからこ

そ、「人」にフォーカスし、「何を買うか」に加え、

「誰から買うか」という満足感をお客さまにご

提供できると確信しています。本当に欲しいと

思っていただける良質な商品を揃え、信頼して

いる人が販売する。この強みを強化しつつ、そ

れがデジタルでも展開できれば、より広い地域

のお客さまに、店舗と同じクオリティーでお買

物を楽しんでいただけるのではないかと考えて

います。

実店舗は重要な基幹コンテンツであり、
コト消費の集積地に

　今後も新宿や日本橋、銀座などの店舗が、

私たちにとって重要な基幹コンテンツであるこ

とに変わりはありません。なぜなら、今後、デジ

タルでの販売を強化するにあたり、実店舗で売

れているということがお客さまの心に響く重要

な要素になるからです。

　例えば、銀座店で開催しているスヌーピー展

は、毎回、多くのお客さまが足を運んでくださ

る大人気のイベントです。残念ながら、今回は

入場制限を行うなど、コロナ対策をしながらの

開催となりましたが、これまでお客さまが店舗

に足を運んでいただいていたからこそ、安心し

てネットでもご購入いただくことができました。

加えて、入場制限するほどの人気イベントで販

売されている商品がネットでも購入できるとな

れば、ご来店いただけないお客さまの消費意

欲を刺激し、売上につながります。

　これこそが、実店舗を構える私たちの価値で

あり、財産です。今後も商いの源泉を実店舗に

おき、その実店舗で目利き力を磨いた従業員た

ちが情報を発信することで、デジタルで購入さ

れるお客さまの背中を押すリアリティある貴重

な情報となってくれるでしょう。

　百貨店は、付加価値の高い良質な商品が

お買物できるだけでなく、街の中心にあるコ

ミュニティーとしての役割も担える場所です。

地方で実施したある調査では、商品を購入す

る以外に、レストランで食事をしたり、ちょっと

した食品を購入したりというところにお客さま

のニーズがあることもわかりました。

　そこで、松山三越では百貨店のカテゴリーを

越えた大規模改装を行い、松山を訪れる方々、

生活圏とされている方々に日々ご来店、ご利

用いただける店づくりへ大きく転換する計画

を進めています。例えば、下層階はフードマル

シェをはじめとする食を中心としたお買場やカ

フェ、上層階はホテルやビューティヘルスコン

テンツなど、いずれも地元企業さまとの協業で

展開いたします。中層階はこれまでの百貨店の

エッセンスを凝縮した形とし、その中に、伊勢

丹新宿本店や三越日本橋本店とネットでつな

がるデジタルサロンを開設いたしました。その

サロンでは、伊勢丹新宿本店、三越日本橋本店

のお買場のスタイリストからお客さまがライブ

で接客・提案を受け、松山三越にはない商品を

お取り寄せし、お試しいただいたり購入いただ

いたりすることができます。

社員との対話風景の様子
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「人」と「デジタル」の融合で
新たな価値を創造します。

　街の皆さまがデイリーで必要とするコン

テンツが揃う場所にこのような新しいお買物

ができる場が併設されていれば、集客に困るこ

ともありませんし、これまでの百貨店だけのや

り方では効率の悪かった場所でも、収益を得

る場として新たに活用できます。これを新しい

地域モデルとして、自治体とも協力しながら開

発を進めていく考えです。

デジタルで、いつでもどこでも 
百貨店の接客でお買物を

　こういった高付加価値品をオンラインと実

店舗で連携させて、シームレスにお客さまへ

販売している事例は、世界中を見渡しても、ほ

とんどありません。欧州のとある百貨店が似た

ようなビジネスを行っていますが、彼らの商圏

はユーロ全体と広いうえ、アラブ諸国までが対

象となっていることなど、あまり私たちのビジ

ネスの参考にはならないことがわかりました。

　前例がない中、世界一厳しいと言われる日

本のお客さまに対し、高付加価値品をオンラ

インで販売するためにはいったいどうしたらい

いのか、日々試行錯誤し、日々難問を解決して

いる状態です。

　そのような中、2020年6月には新しいアプ

リを立ち上げ、デジタル会員の獲得を開始し

ました。また、11月には「三越伊勢丹リモート

ショッピングアプリ」がスタートし、お客さまが

どこにいても、店頭のすべての商品を、店頭と同

じような接客で購入できる仕組みが動き出しま

した。このお客さまとのやり取りをデータとして

蓄積することで、いずれ、簡単な質問に関して

は、AIが対応できるようになると考えています。

　こうした積極的な展開のもと、感染症の影響

で外出を控えられたお客さまのデジタルリテラ

シーが一気に進んだことも相まって、2020年

度のオンライン売上高は目標の250億円を上

回り、300億円を超える見込みです。

　一方、売上が順調に伸びる中で、急いで対策

するべき新たな課題も見えてきました。そのひ

とつが、物流面をしっかりと整備しておかなけ

ればならないということです。オンラインでの

売上がさらに上向けば、物流がボトルネックに

なる可能性があります。これは早急に改善する

必要があると考えています。

グループ力で持続可能な成長を実現

　さて、今後早急に考えていかなければならな

いことは、百貨店事業がグループのほとんどを

占めている現状から、どうやってポートフォリオ

を整えていくか、ということです。

　まず、優先すべきは、不動産事業の比率を上

げることです。幸いなことに、当社グループは好

立地に優良な不動産を多く保有しています。し

かし、現状では不動産は利益をほとんど生んで

おらず、この優良資産を着実に利益に反映でき

るよう、しっかりと推進していく方針です。

　また、百貨店事業に隠れてはいますが、当社

グループはそのほかにも、金融事業や建装事業、

物流事業、システム開発事業等、様々な事業を

行っています。

　たとえば、クレジットカード会社である（株）エ

ムアイカードと、友の会運営を行う（株）エムアイ

友の会の2社から成る金融事業は、日本の富裕層

320万人の優良な顧客基盤を持っています。他の

クレジット会社では、積極的にカード会員のデー

タを活用していますが、当社グループではこれま

で百貨店事業での決済の手段のひとつと考える

にとどまり、特にそのデータ活用してきませんで

した。ここを有効活用することができれば、様々な

ビジネスとの相乗効果が得られるはずです。

　また、テナントマネジメントや建装、デザインを

手掛ける（株）三越伊勢丹プロパティ・デザイン

では、国会議事堂や最高裁判所等、時代を象徴

する上質な洋家具製作や室内装飾をはじめ、近

年ではブランドショップの家具やファイブス

ターホテルの内装や家具製作を手掛ける等、そ

の業界では高評価をいただいています。

　物流業の（株）三越伊勢丹ビジネス・サポー

トもそうです。同社は常温・冷蔵・冷凍・定温の

四温度帯の物流を管理でき、現在、国内最大手

スーパーの食品の宅配を請け負うなどの実績

を上げています。

　このように、当社グループは今後、成長の可

能性がある優良企業を数多く抱えています。こ

れまで百貨店以外は一括りに「その他事業」と

していましたが、今後は一つひとつにしっかり

とスポットを当て、マネタイズしていくことで、

百貨店事業、不動産事業と並ぶ一つの事業体

として成長させ、グループ全体の価値をより一

層高めていきたいと考えています。

百貨店の力は「人」そのもの。 
これからも従業員ファースト

　百貨店は、トップダウンですべてがうまくい

くビジネスモデルではありません。よく、レスト

ラン会社やコンビニエンスストアが、新商品は

社長に試食してもらって決める、というような

話がありますが、私が食品フロアの新商品をす

べて試食し、洋服のすべてを試着して、靴のす

べてを履いたところで意味がないことを想像す

ればご理解いただけるでしょう。

　現場で働く従業員の力こそが、業績に直結

します。そのため、何よりも現場の従業員に

会社の状況を知ってもらい、会社の戦略やビ

ジョンを理解してもらうことが必要です。

　今回のパンデミックを機に、現場からも様々

な声や提案があがってくるようになり、特に、

現場の最前線で仕事をしている若い従業員の

危機意識がとても高いことを再認識しました。

それは、お客さまのことを真剣に考えているか

らであり、そのような従業員が、本気で仕事に

取り組める環境を作っていくことが、私にとって

最大の仕事になると考えています。

ガバナンス強化で、 
経営推進力も格段に向上

　2020年6月以降、当社グループの前進する

速度が加速してきたように思います。

　それはコーポレート・ガバナンス強化に取り

組み、指名委員会等設置会社への移行を図っ

たからです。前述しましたように、いまの中長期

計画策定へ至るプロセスは、社内のメンバーだ

けではとてもめざせない、難易度の高い新しい

ステップとなりました。

　定期的に行っている取締役会、取締役ミー

ティングにおいては、様々な提案に対して忌憚

ない率直な意見が交わされており、議論の次元

が一段も二段も上がったことを感じています。

我々経営陣にとっては厳しく、耳の痛い助言も

多々ありますが、確実に良くなっていくことを実

感できています。

　このように、私たち三越伊勢丹ホールディング

スは、今回のピンチをチャンスと捉え、今、内側

から大きく変わろうとしています。ステークホル

ダーの皆さまにおかれましては、この姿勢をご理

解いただき、長期的な視点のもと、末永くご支援

くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
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