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三越伊勢丹グループのサステナビリティ
サステナビリティの 3 つの重点取組（マテリアリティ）

2020 年度推進体制図

サステナビリティ推進体制
2018年度より、ESG（環境/社会/ガバナンス）、
SDGs（ 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。CEOを議長とする

「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、
グループガバナンスやコミュニ

取締役会
指名委員会

報酬委員会
執行役会

議長

「サステナビリティ推進会議」を創設し、
トップの
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。

事業部門

「私たちの考え方」
で掲げている“人と時代をつ
テナビリティ推進を重点課題と捉え、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。

サステナビリティ推進会議
HDS 取締役代表執行役社長 CEO

サステナビリティ推進部会
議長 HDS 取締役執行役常務 CRO

リーダーシップのもと、事業を通じた社会的課題

なぐ三越伊勢丹グループ”のもと、企業としてサス

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。

監査委員会

国内各店舗

各事業部

海外各店舗

各 MD 統括部

国内各関係会社

HDS 各部

重点取組

1

人・地域をつなぐ

地域・作り手とお客さまをつなぐ

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、人の想いや感性に触れ
合える場所づくりのほか、各地域の文化や伝統、名産品をご紹介するなど、人と地域をつな
ぐ取り組みを推進しています。

サステナビリティ推進会議

サステナビリティ推進部会

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。
2019 年度は、2 回開催。

サ ス テ ナビリティ推 進 会 議 傘 下 の 部 会 で、
CRO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。2019 年度は、2 回開催。

サステナビリティ推進の考え方

関連するステークホルダー

重点取組

2

お客さま

安全・安心な環境を過去から未来へつなぐ

未来に向けて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

関連するステークホルダー

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推進しています。

人権方針

サステナビリティ
基本方針

人と時代をつなぐ
三越伊勢丹グループ

① 人権の尊重
④ ハラスメントの禁止
⑦ 健康の保持・増進

社会に対する企業の責任

② 法令遵守と公正な雇用
⑤ 多様性の尊重
⑧ 労働安全衛生の確保

③ 不当な労働の禁止
⑥ 差別の禁止

重点取組

調達方針

として、社会の様々な課題

企業倫理
行動基準

地域社会

持続可能な社会・時代をつなぐ

お客さま

私たちの
考え方

取組先

とで、かかわりのあるす べ

①
④
⑥
⑧

ての人々の豊かな未来と、

環境方針

持続可能な社会の実現に

人と地球環境が調和する持続可能な社会の実現に向けて、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。

に向きあい、企業活動を通
じてその解決に貢献するこ

向け 役 割を果 たしていき

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

従業員

地域社会

従業員満足度の向上

働きやすい環境の整備と人材投資

「日本一働きやすい会社」をめざして、業務改革による生産性の向上、風通しの良い職場

関連するステークホルダー

環境の形成、十分な休息の取得を進めるなど、従業員が安心して働くことができる職場
環境づくりに努めています。

コーポレート・ガバナンスガイドライン

ます。

3

取組先

P31

従業員

お客さま

グループガバナンス・コミュニケーション
公正な取引と事業活動を推進

重点取組（マテリアリティ）の選定プロセス
経営会議等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、
「 重点取組（マテリアリ
ティ）」の特定を行っています。世の中の課題やステークホルダーの皆さまからのご要望を、百貨店事業を軸に当社の強みを最大
限に生かす戦略に照らして、下記のプロセスに基づき3つの重点取組（マテリアリティ）
を選定しました。
STEP

1

STEP

課題項目の選定

2

社内での対話

STEP

3

ステークホルダーの評価

STEP

4

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、 当社の経営戦略、外部アドバイザーの

お客さまアンケートなどステークホル

重要項目にKPIを設定し

影響があると考えられる社会課題・環境

意見を参考に、社会への影響度と当社

ダーへのヒアリングを通じてマテリア

モニタリング実施

変化を100 項目抽出

事業への影響度をプロットし、14項目に

リティの方向性について確認

社会への影響度

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
三越伊勢丹グループ
事業への影響度

重点取組

絞り込み、3つのマテリアリティに分類

社会へも、当社事業へも影響の大きい項目

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

重点取組（マテリアリティ）の具体的な取り組み

1

人・地域をつなぐ

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、人の想いや感性に触れ合える場所づくりのほか、

2020 年 2 月お客さまアンケート実施
例年「商品の品質・安全の確保・正確な表示」が、当社グループに期待されてい
る項目の上位にある一方で、ここ数年で「持続可能な資源利用」
「社会課題解
決に向けた商品・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」について期待度が高まる傾向が出ています。

各地域の文化や伝統、名産品をご紹介するなど人と地域をつなぐ取り組みを推進しています。
三越伊勢丹ふるさと納税 〜日本全国の地域の「銘品」をお客さまにつなぐ〜

当社グループに一番期待されていること（上位 3 つまで）
1 持続可能な資源利用（リユース・リサイクル）
2 商品の品質・安全の確保・正確な表示
3 食品ロスの削減
4 従業員が働きやすく成長できる環境整備、人材育成
5 社会課題解決に向けた商品・サービス
6 文化振興
7 プラスチック問題（レジ袋）への対応
8 コンプライアンスの徹底

46.8%
45.4%
30.0%
24.3%
23.0%
18.9%
18.0%
11.4%

「三越伊勢丹ふるさと納税」は、三越伊勢丹グ

バイヤーがセレクトしており、2020年12月時点

ループの全国ネットワークを強みに、各地域の

の参加表明自治体数は114、公開済自治体数は

情報や特産品のご紹介を通じて全国のより多く

89となっています。今後も参加自治体数や返礼

の方々に地域の魅力を知っていただくきっかけ

品を増やすことで地域産業の活性化につなげて

を提供します。返礼品は三越伊勢丹グループの

いきます。

三越伊勢丹ふるさと納税

※2020年2月WEB会員 約8,300名回答
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NIIGATA 越品

NIIGATA越品

〜新潟の「銘品」を日本全国のお客さまにつなぐ〜 新潟三越伊勢丹

新潟の「銘品」を集め、三越伊勢丹のフィルタ

して作り手や素材などの背景をお伝えしていく

を通して全国に新潟の魅力を発信することを目

他、新潟の銘品を全国のお客さまに広く知って

的としたプロジェクト
「NIIGATA 越 品 」。2020

いただくため、
「 三越伊勢丹オンラインストア」で

年 9月にリニューアルオープンし、売ることより

の取り扱いも行っています。

も伝えることを大切に、
これまで以上に接客を通
リ・スタイル 〜ファッションを通じて想いをつなぐ〜

伊勢丹新宿本店本館3階 リ・スタイル

伊勢丹新宿本店

実績

グループの「CO2排出総量
（SCOPE1・2）」について、
CO2排出削減 2013 年 度を 基 準 年 度と
▲31.3%
して 2030 年 度に▲ 42%
（総量）
とする
（調整後変動係数を適用）

十分な休息の取得を進めるなど、従業員が安心して働くことができる職場環境づくりに努めています。
従業員満足度調査の実施

「日本一働きやすい会社」を実現するための

グループ各社共通で調査を実施し、グループ全

従業員との双方向のコミュニケーションツール

体での連携を図るとともに、半年ごと年2回の調

として、従業員との対話を目的とした
「従業員満

査を実施することで、各社定量的かつ継続的な

足度調査」を実施しています。2020年度からは

改善を図ってまいります。

のサステナビリティを提案しました。
リ・スタイルは、

編集」
「カスタマーズ編集」
で構成し、
複数の感性に

お客さま、従業員、デザイナーや作り手の想いを

従業員の心身の健康を確保するため、
継続的に総

目標を50 %にするなど、
法令基準を上回る目標を掲

出会える場をお客さまに提供します。
オープニング

シェアするプラットフォームとなり、
さらにファッ

実労働時間の短縮を図っています。
2019年4月か

げています。
これを実現するために、
さらにOffice365

企画では、
“私の考えるサステナビリティ”をテーマ

ションの可能性を広げていきます。

らは、
（株）
三越伊勢丹をはじめとしたグループ各社

の積極的な活用や、
ペーパーレス化の推進といった

で所定労働時間の見直しや、
年次有給休暇の消化

業務改革・生産性向上にも取り組んでいます。
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洋服を通して、デザイナーたちが考えるそれぞれ

総実労働時間の短縮

三越伊勢丹グループ 2030 年環境中期目標の策定・
2050 年環境長期目標の策定に向けて グループ各店

2018年度に「三越伊勢丹グループ2030年環

排出量は、
2013年度比▲31.3%であり、2030年

境中期目標」
を策定しました。気候変動対策を全

環境中期目標に対する達成率は74.5%となっ

社目標に掲げ、CO2排出総量削減に取り組んで

ています。また、2050 年 環 境 長 期 目 標として

います。なお、削減目標値は、パリ協定と同様に

CO2排出量の実質ゼロ達成に向けたロードマッ

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。2019 年 度のCO 2

プの策定を進めています。

グループ各店

CO2排出総 量 削 減に向け、積 極 的にLED 照

た2010 年度を基準とし、2020 年度までに国内

明への切り替えを行っています。2020 年 9月に

グループ百貨店全店舗のエネルギー使用量（原

は伊勢丹新宿本店の外壁照明をLEDに刷新し

単位）を▲20 %とする目標を掲げておりました

たことで、消費電力を従来比約 50 %、CO 2排出

が、2019 年 度 のCO 2排 出 総 量 は2010 年 度 比

総量を年間で約 26 t 削減することができます。ま

▲24 .2%となり目標を達成しています。

マイバッグの推進

リモートワークの推進

イメージ画像

グループ各社

従業員の多様な働き方を実現するため、
（株）三

の取り組みによって、
分散出社によるコロナ禍での

越伊勢丹を中心に在宅勤務制度を導入してきまし

業務環境の整備が進んでいます。
また、
グループ各

たが、
新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、

社の主要な会議や発表をリモート化することで、

制度利用者のさらなる拡大を進めています。
（株）

遠隔地のメンバーも参加が容易になる等、生産性

三越伊勢丹ホールディングスのスタッフを中心に

の向上や議論の活性化につながっています。今後

出勤率を調整し、在宅勤務を可能とするためネッ

も従業員が安全・安心に働くことができる職場環

トワーク環境の整備も急速に整えています。
これら

境の構築と生産性の向上に努めてまいります。

ダイバーシティの推進

リモートワークの様子

グループ各社

性別や雇用形態に関わらず、すべての従業員

4 , 500 時間相当の店頭業務削減につながって

が活躍できる環境づくりに取り組んでいます。

います。また、女性の活躍の場を広げるため、積

特例子会社（株）三越伊勢丹ソレイユ※では、
「知

極的な登用・転換の拡大と働きやすい環境づく

的障がい者の能力をいかした業務の切り出しに

りを進めています。
（ 株）三越伊勢丹では、2023

よる効 率 化 の 実 現 」を 積 極 的 に 進 めており、

年 3月までに管理職における女性比率 30 % 以上

百貨店の販売付帯業務（ギフト用リボン、
シール

（ 2019 年度末時点 26 % ）を目標として設定し、

作り等）を担うことで、1カ月あたり約 4 , 000 〜

実現に向けてセミナー等を行っています。

（株）三越伊勢丹ソレイユでの作業風景
※同社は三越と伊勢丹の統合に伴い、
2011年3月に（株）三越伊勢丹ソレイユとなりました

グループ各社

グループ各店

「しない、
させない、
みすごさない」
をスローガン

杉の木

約 33,000
本分

グループ各社

持続可能な社会・時代をつなぐ

ハラスメントの防止
CO 2削減

グループ各社

レーション編集」
「スタイリスト編集」
「デザイナー

国内百貨店店舗の LED 化を実施

伊勢丹新宿本店の外壁照明デザイン

「日本一働きやすい会社」をめざして、業務改革による生産性の向上、風通しの良い職場環境の形成、

国内外15ブランド、約100型のアイテムを展開し、

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推進しています。

環境中期目標

従業員満足度の向上

として、
「THE POWER OF CHOICE」を開 催。

未来に向けて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、

2019年度

3

2020年8月にリフレッシュオープンした伊勢丹
新宿本店本館3階のリ・スタイル。売場は、百貨店
の強みである
「ヒト」
を軸とした4つのゾーン
「キュ

重点取組

2030 年

重点取組

※

一般職
（12,000名）
を対象に、
ハラスメント防止の

三越伊勢丹の国内グループ百貨店では、容器リ

「マイ
CO2吸収量に相当）となっています。今後も

に、
ハラスメント防止の徹底を図っています。啓発

eラーニングを実施しました。また外部のカウンセ

サイクル法関係省令改正によるプラスチック製買物

バッグはお持ちでいらっしゃいますか？」
のお声が

リーフレットをグループ全従業員へ配布している

ラーによる
「ハラスメント・ホットライン」
の開設や

袋有料義務化に伴い、
2020年7月1日より、自社製

け強化やオリジナルマイバッグの販売を行うことで、

ほか、ハラスメント防止ポスターの掲出や各種社

通報窓口としてグループホットラインの設置、
各社

プラスチック買物袋を順次廃止しています。
2020

“マイバッグの利用と持ち歩き”がスタンダードとな

内研修時にハラスメント防止カリキュラムを実施。

労使による
「ハラスメント防止対策委員会」
の開催

年7月〜10月のプラスチック製買物袋ご辞退によ

るライフスタイルをお客さまとともにめざします。

など、
ハラスメントの訴えがあった場合でも、公正

るCO2削減量は、
465CO2-t（杉の木約33,000本の

※環境省「3R行動見える化ツール」、林野庁「杉の木換算」に基づいて計算

2020年1月には、国内グループ会社の役員を含
めた管理職以上
（3,700名）を対象に、11月には

かつ迅速に問題解決ができる体制を整えています。
ハラスメント防止啓発リーフレット
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