三越伊勢丹グループ
について

中期経営計画

資本政策

サステナビリティ

Withコロナ対応

コーポレート・
ガバナンス

財務・非財務
データ

P02-14

P15-22

P23-24

P25-28

P29-30

P31-44

P45-58

方針・体制

コーポレート・ガバナンス
基本的な考え方

経営監督機構

当社は、
グループの持続的な成長と中長期的な価値向上

ます。
そして、すべてのステークホルダーの皆さまに対して

に資することを目的として、
コーポレート・ガバナンスの強

提供すべき様々な価値の創造に向けて、経営の意思決定

化に絶え間なく取り組んでおり、
その一環として、2020年

の迅速化、経営監督機能の強化、内部統制システムの充

6月に監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移

実などにこれからも継続的に取り組んでいきます。

取締役会

（2）報酬委員会

取締役会の役割・責務および構成

企業価値向上に向けた役員のインセンティブの在り方等、

株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、
より一層

役員報酬制度について課題と方向性を審議し、個別報酬

また、株主や投資家をはじめとするステークホルダーの

のガバナンスの高度化を図るために、
当社は2020年6月に

額等の決定を行います。委員長は社外取締役が担い、代

に高めるとともに、
コンプライアンス経営に徹し、
お客さま、

皆さまには、株主総会や半期ごとの決算説明会および当社

指名委員会等設置会社に移行しました。
この機関設計変更

表執行役は委員に含めないこととし、報酬に関する審議

株主、従業員、お取組先、地域社会といったステークホル

ホームページ等で、経営計画やその進捗状況に関する資料

により
「執行」
と
「監督」
の役割を明確に分離し、取締役会の

や意思決定を透明性・客観性高く行っています。

ダーの皆さまから信頼される企業グループをめざしていき

を開示し、説明責任を十分に果たすよう努めてまいります。

役割をグループの大局的な方向付けと業務執行に対する

行しました。
この移行を契機に、企業活動の透明性をさら

監督・モニタリングに特化することで、取締役会の監督機能
強化を図っています。

企業統治の体制
株主総会
選任・解任

選任・解任

取締役会
指名委員会

報酬委員会

連携・報告

監査委員会

会計監査人

連携・報告・要請
選定・解職・監督

選任・解任・監督

監査

会計監査

連携・報告

執行役および取締役の職務執行の監査、会計監査人の

これを実現するため、取締役会の構成は社外取締役を

選解任に関する議案の内容の決定等を行い、監査を通じ

過半数として経営のモニタリングにより適した体制とし、

て取締役会の監督機能を担っています。
また、内部監査部

また議長は執行役を兼務しない取締役が務めると社内規

門およびグループ各社の監査役と連携して、
グループ全体

程で定め、社内出身の非業務執行取締役が担っています。

を網羅する監査体制のさらなる充実を図っています。

そして、過半数を社外取締役で構成する法定の指名委

構成は、過半数を占める社外取締役と、社内情報に通

員会、報酬委員会、監査委員会において、経営トップの選

じた常勤の非業務執行取締役とします。独立性確保のた

解任等のガバナンスにおける重要な取り組みを、社外取締

め、委員長は監査委員を1期以上務めた社外取締役が務

役主導のもと客観性・透明性高く実施していきます。

めることを方針としますが、監査役会からの円滑な移行

取締役会の構成

を考慮し、移行当初は社内の常勤委員が担っています。
※第13期（2020年6月〜）

取締役の員数は、定款において
「15名以内」
と規定。

執行役（会）
指示・報告

代表執行役社長

内部監査室

なお、社外取締役については、全員が当社の独立性
基準を満たしています。
社外取締役7名（男性5名・女性2名）

内部監査

統括部門・事業部門・スタッフ部門

（3）監査委員会

社内取締役6名（男性6名）計13名

グループ各社

指名委員会・報酬委員会・監査委員会

取締役会の実効性向上のための取り組み
取締役会における審議の活性化のために、当社で
は現在、
以下の取り組みを行っています。

■

定のものに限定することで、
経営計画や戦略的案
件等、経営に関する大局的な審議の時間を確保

各委員会の役割・責務および構成

取締役会構成

株主総会に提出する取締役の選解任議案の決定、取締

指名委員会
社外取締役

13 名

5名

社外委員

3名

（ 80.0% ）
委員

監査委員会
社外委員

4名

（ 53.8% ）
取締役

報酬委員会
社外委員

7名

しています。

（1）指名委員会

取締役会・各委員会の構成

4名

（ 75.0% ）
委員

4名

（ 80.0% ）
委員

5名

取締役会での決議を要する案件を原則として法

■

取締役会の数日前に開催する社外取締役への

役会で決議する法定3委員会の委員案や執行役等の役員

事前説明会において、起案部門から十分な説明

人事案の審議、CEOの後継者計画（サクセッションプラン）

を行い、取締役会における審議の活性化につな

および役員選解任基準等の審議を行います。

げています。

このような審議や意思決定を社外取締役の主導により

■

取締役全員による経営課題のディスカッション

客観性・透明性高く行っていくため、委員長は社外取締役

機会を複数回設け、さらに社外取締役中心の

が務めることとしております。また、後継者計画の実効性

ミーティングセッションを実施する等、当社グ

を高めるため、代表執行役社長（CEO）も委員としており

ループに関する情報の共有化に努めています。

ます。
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三越伊勢丹グループ
について
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方針・体制

取締役会実効性評価
当社では2016 年度以降、毎年度「取締役会の実効性
分析・評価」
を行っています。

CEOの後継者計画（サクセッションプラン）
指名報酬委員会において下記の内容を定期的に報告・

当社は、社外取締役を独立役員として指定するにあたっ

共有したうえで、社外取締役が候補者をモニタリングでき

て、
その独立性を判断するため、
「三越伊勢丹ホールディン

る機会を積極的に設けてきました。

グス社外役員の独立性に関する基準」
を独自に定めており、

2019度においては社内外の取締役・監査役全員への
個別アンケートを実施し、取締役会の構成や審議内容、事

■

次期CEO候補者（緊急時、任期上限前交代時、任期
上限時）のリストアップ

務局によるサポート等の運営、役員の「指名」や「報酬」の

■

決定プロセス等について、定量・定性の両面から評価を行

CEOに求められる必要要件の明確化

■

各候補者の育成計画や今後経験させるべき分野へ
の異動配置案

いました。その結果、全体的には実効性はしっかりと確保
されていることが確認できた一方、議題の設定や社外取
締役への事前の情報提供などが改善すべき点として浮か

また、候補者の育成については、管理職からの選抜教

び上がりました。
これらについては、今般の体制移行を契

育である
「ビジネスリーダープログラム」、役員就任後の

機に改善を図っております。

2020年度においては、第三者の視点を取り入れての
実効性分析・評価を行い、
さらなる実効性の向上を図って
いきます。

「ビジネス・エグゼクティブ・プログラム」等の教育機会を
体系的に設定しており、次期 CEO 候補者群の形成につな
げています。
このように、CEOの再任可否の判断ならびにサクセッ
ションプランについては、透明性・公正性を確保しつつ取

役員の指名に関する方針

独立性基準

り組んできましたが、指名委員会等設置会社への移行後
においても指名委員会における最重要事項に位置づけ、

当社では、
「 役員在任年齢上限規程」により在任の上限

その在り方を委員会で積極的に審議しており、その過程

年齢と再任の上限を役位ごとに定め、適切なローテー

において指名委員以外のすべての社外取締役からも意見

ションを促しております。
そのうえで、代表執行役および役

聴取するなど、これまでの取り組みのさらなる高度化を

付執行役を含む執行役の選任、
および1年間の委任契約期

図っています。

下記のいずれにも該当しない社外役員を独立役員として

面とともに、各人の委任契約期間における定量的な成果を

①当社グループの業務執行者
②当社グループを主要な取引先とする者またはその
業務執行取締役、執行役、支配人
③当社グループの主要な取引先またはその業務執行
取締役、執行役、支配人その他の使用人である者
④当社グループの主要な借入先の業務執行者
⑤当社グループから役員報酬以外に、一定額を超え
る金銭その他の財産上の利益を受けているコンサ

取締役候補者の指名を行うにあたっての方針
取締役候補者の指名にあたっては、高い倫理観とともに、
幅広くかつ専門性の高い知識とスキルを有した多様な

性・透明性を担保しております。

メンバーで構成されるよう考慮しています。特に社外取締

CEOの選任および再任可否については、透明性・公正
性を確保するために、指名委員会等設置会社への移行前
の体制において次のように取り組んできました。

就任時に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。

■

■
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翌年以降は、CEOよりコミットメントに対する進捗
状況や今後の見通し等を説明し、CEO本人は退席
のうえ、委員である社外取締役4名にてCEO継続の
可否を審議。
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基本報酬

賞与

×12ヵ月

非業務執行取締役

基本報酬×5ヵ月分

※社外取締役を含む

基本報酬

株式報酬

×12ヵ月

※基本報酬×1ヶ月分

賞与

執行役・執行役員においては、報酬原則を反映し、目標
達成を強く動機づけるために、下記の業績連動型賞与体
系を導入しております。
連動指標

評価ウエイト

単年度連結営業利益目標

連動範囲

60%

（代表執行役社長は100%）

の達成度
（個別の）定性評価

40%

（代表執行役社長は0%）

0〜200%
50〜150%

ルタント、会計専門家、法律専門家等
⑥当社の発行済総株式数の5%以上の株式を保有し
ている株主またはその業務執行者
⑦過去3年間において上記①から⑤に該当していた者
⑧上記①から⑤の配偶者または二親等以内の親族
※④の「主要な借入先」とは、
「当社グループの借入金残高が、事業年度末において当社の
連結総資産の2%を超える借入先」
※⑤の「一定額」とは「過去3年間のいずれかの年度において1千万円以上」

譲渡制限付株式報酬（リストリクテッド・ストック（RS））
株主価値の向上に対する意識をこれまで以上に高めるこ
とを目的として、
従来の株式報酬型ストックオプションを改定し、

2020年度より譲渡制限付株式報酬を導入しております。
1 年間
譲渡制限期間 30 年間
報酬対象期間

※取締役会が正当と認める理由による譲渡制限期間中の退任の場合は譲渡制限を解除

株価連動条件（非業務執行取締役には本条件を設定しておりません）

役員報酬
役員報酬に関する基本原則

役については、実業界で執行経験を十分に積んだ方をはじ

①株主と役員の利害一致の促進

めとして、
その客観的かつ専門的な視点からの幅広い意見

②業績や株主価値の向上に向けた

を積極的に取り入れ、
バランスの取れた経営を行うために、
異なる分野・業界から招聘することとしております。
取締役候補者については、社外取締役が過半数かつ委
員長を務める指名委員会にて決議し、株主総会へ上程い

現任CEOの再任可否の判断

株式報酬

基本報酬×3ヵ月分

※取締役兼務者を含む

株価向上への意識をより強く喚起するために、3事業年度における当社

適切に評価し指名委員会にて判断することとしており、
公正

CEO の選任および再任可否の判断

執行役・執行役員

指定しております。

間満了後の再任の可否については、当社グループの
「私た
ちの考え方」の具現化に資する人材であるか等の定性的な

報酬構成

インセンティブ効果の拡大

（TOPIX）伸長率との比較に基づく株価連動条件を設定しております。
譲渡制限解除率 （ ）は当初割当てる連動幅上限（150%）株数を100%に読み替
えた場合の譲渡制限解除率

150%

（100%）

100%

（66.6%）

③（目標達成時における）産業界全般における
比較において遜色の無い水準の提供
④評価方法や報酬決定方法の客観性、透明性の確保

たします。また、経営陣幹部である執行役については指名
委員会にて審議のうえ、取締役会で決議いたします。

株主総利回り
（Total Shareholder Return（TSR））と東証株価指数

この「役員報酬原則」に基づき、法定の報酬委員会にお

このように、ガバナンス上重要な「指名」に関する審議

いて、
「 報酬」に関する審議や意思決定を社外取締役主導

や意思決定を社外取締役主導で行い、客観性・透明性の

で実効性高く実施し、客観性、透明性を確保しています。

50%

（33.3%）

0%

50%

（下限）

100%

TSR対TOPIX
150% 伸長率（3事業年度）

（上限）

※TSR対TOPIX 伸長率が100%のときに譲渡制限が解除される株式数を100%とした
場合に、TSR対TOPIX伸長率に連動して50〜150%の範囲で譲渡制限が解除される
ように設定しております。このため、RS交付時に連動幅上限分にて割当てる株式の総数
を100%とした場合では、譲渡制限の解除率の連動幅は33.3〜100%となります

さらなる高度化を図っておりますが、今後の指名委員会
において当社の役員選任基準の一層の明確化に努めて
いきます。
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三越伊勢丹グループ
について
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資本政策

サステナビリティ
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コーポレート・
ガバナンス

財務・非財務
データ

P02-14

P15-22

P23-24

P25-28

P29-30

P31-44
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方針・体制

政策保有株式に関する方針
保有方針

政策保有株式に係る議決権行使基準
政策保有株式の議決権の行使については、当該会社の

各推進会議

持続的な企業価値の向上につながるか否か、
また、当社グ

グループ内の重要な案件を推進するために横断的な

当社グループは、グループの持続的な成長と中長期的

ループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に

メンバーで構成し、業務推進レベルの向上を追求してい

な企業価値の向上に資すると認められる場合を除き、原

資するものであるか否かなどを総合的に判断し、各議案

ます。

則として政策保有株式を取得・保有しないことを基本方

について適切に議決権を行使しています。

針としています。既に保有する政策保有株式については、
毎年取締役会において、保有目的、取引状況、配当収益な

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

ど、定量面と定性面から総合的に継続保有の合理性を検証

当社の株式を政策保有株式として保有している会社（政

していますが、
政策保有株式縮減に向けて、
市場環境や保有

策保有株主）から売却等の意向が示された場合、取引の縮

銘柄の状況等を勘案しつつ段階的に売却を進めています。

減を示唆することなど、売却等を妨げる行為は行いません。

業務執行機構
当社は、業 務 執 行の迅 速 化を図るためチーフオフィ
サーおよび主要部門の業務執行責任者を
「執行役」
に選任
のうえ、執行側の意思決定および審議の機関として
「執行

■

CEO : Chief Executive Officer
最高経営責任者

■

（CFO の領域を除く）
グループ全体の取組先政策等、
グルー

グループの重要事項に関して審議と意思決定を行います。

プの事業活動を担当し、
またCEO から都度授権を受けるこ

■

■

働き方改革推進会議

■

サステナビリティ推進会議

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監査委員会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監査委員会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監査委員会の実効性確保に関する体制

詳細については、下記HPをご参照ください。

https://imhds.disclosure.site/ja/themes/132#1072

CFO : Chief Financial Officer
グループの予算、投資を担当し、
またCEO から都度授権を
受けることにより、
その授権範囲において執行する。

■

CRO : Chief Risk Officer

担当領域において内部的・外部的執行を行うとともに、

重大リスクおよび重要リスク発生時の統括・指揮を担当し、

CEOから都度授権されることにより、複数の部門にまた

また、CEO から都度授権を受けることにより、
その授権範

がるグループ全体の課題に対し各部門を横断するプロ

コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議

とにより、
その授権範囲において執行する。

当社は、業 務 執 行を行う執 行 役の役 割の一つとして
チーフオフィサーを設置しています。チーフオフィサーは、

■

CMO : Chief Merchandising & Marketing Officer

役会」
を設置し、取締役会から権限委譲された事項を含む

チーフオフィサー制度

■「私たちの考え方」
推進協議会

囲において執行する。

ジェクトを組成し、その責任者としてプロジェクトを統括
します。また、チーフオフィサーは担当領域とその授権範
囲において、必要に応じて執行役会にて業務執行の決定
と業務の執行についての報告（共有）を行い、HDS取締役
会への一義的な説明責任を有します。

執行役会
執行役会は、取締役会から権限委譲を受けた執行役全
員で構成され、代表執行役社長およびその他の各執行役

チーフオフィサーはグループ各社の非常勤取締役とな

が具体的な業務執行上の意思決定をするための機関で

ることがあり、グループ各社の取締役会において合議に

あり、当社およびグループ全体の業務執行にかかる重要

参加し、監督と統制を行うほか、その他の非常勤取締役

事項等について、決議および代表執行役社長が決定を行

（チーフオフィサー室兼務）からの事前相談に対し、指示・

うための審議を行い、報告事項を報告します。加えて、執

助言を行うことでグループ各社に対してチーフオフィサー

行役会において決議・審議・報告した事項のうち重要と認

としての横串統制を行います。

められる事項について取締役会に報告を行います。

チーフオフィサーは以下の通りです。

35

ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS

INTEGRATED REPORT 2020

36

三越伊勢丹グループ
について

中期経営計画

資本政策

サステナビリティ

Withコロナ対応

コーポレート・
ガバナンス

財務・非財務
データ

P02-14

P15-22

P23-24

P25-28

P29-30

P31-44

P45-58

社外取締役メッセージ

社外取締役の視点

小売業は初めての経験ではありますが、当

ライアンスですが、当社ではHPへの不正アク

社の社外取締役に就任して2 年目を迎え、指

セスなどの案件も発生しています。
マッチング

三越伊勢丹グループの強みは、長い歴史に

つくることが重要です。2020 年 6月に当社は

名報酬委員会委員、そして指名委員会等設置

プラットフォーマーになるということは、サイ

裏づけされた広く強い顧客基盤とお客さま第一

指名委員会等設置会社に統治形態を変更しま

会社移行後は、報酬委員会の委員長、指名委

バーセキュリティなどの危機に常時さらされる

主義の企業文化、そして“おもてなし人材”の

したが、これはガバナンスを強化する取組み

員会の委員を務めています。

ということです。
このような外部からの危機に

蓄積にあると思います。そして当社グループは

の端緒であり、三越伊勢丹グループとしての

今、
こうした先人が築いてくれた財産のうえに、 魂を入れていかなければなりません。当社に
「変化への迅速な対応力」をプラスしなければ
なりません。
今般の新型コロナウイルス感染症は、生活ス
タイルや価値観、
社会構造を大きく変えました。

私は、
これまで製造業で
「当たり前に使える」

対し、従業員・経営陣と一緒に危機意識を持ち、

「ワクワクして使える」
「 安全に使える」ことを

リスクの予知に努めていきたいと考えています。

とってより強固なガバナンスを、社外取締役

めざしたヒューマンインタフェースの製品や

当社は、意 思 決 定の迅 速 化と監 督 機 能の

である我々も一 緒に作り上 げていきたいと

技術の研究開発を行ってきました。その観点

強化をめざし、2020 年 6月より指名委員会等

思っています。

から、ガバナンスとは、経営への危機意識に基

設置会社へ移行しました。私は報酬委員会委

づく、
コンプライアンス
（守り）
とイノベーション

員長として、より業績と連動した役員報酬の

そして、
いずれの企業もその成長のベースと

この状況はピンチではありますが、
ポストコロナ

なるのは「人」です。私が現在委員長を務める

の世の中は景色が大きく変わっているはずであり、

指名委員会では、経営陣、特にCEOの後継者

EC全盛時代であり、かつニューノーマルへ

当社にとってはビジネスモデルを変えていく

計画（サクセッションプラン）について議論して

の対応が求められる今、小売業の経営には、
イ

販売などを迅速に実現した現場の実行力に、

チャンスでもあります。現在進めているオンラ

いますが、サクセッションの土台として重要な

ノベーションが必須であり、当社のめざす「IT・

私が長年培ってきたユーザ視点での設計力

インとオフラインの融合を加速させ、
オンライン

のは、経営幹部に相応しい人材を若い頃から

店舗・人の力を活用したオンラインとオフラ

を生かし、当社のマッチングプラットフォー

上ではもっと便利に、オフラインのリアル店舗

しっかりと育成することです。
社外取締役として、

インのマッチングプラットフォーマー」を迅速

マーへの迅速な変身に貢献していきます。

ではお客さまも従業員ももっとハッピーになる

指名委員会委員長として、
当社グループの人材

に実現するため、
これまで私が培ってきたデー

よう、新しいことにスピードをもって果敢にチャ

の育成に貢献していきたいと考えております。

タ活用の知見を生かしたいと考えています。

レンジすることこそが、当社グループの競争力
と企業価値を一層高めることになると考えます。
そのためには、自社に合ったガバナンスを

（攻め）の両立だと考えています。

見直しなどに着手しました。新型コロナウイ
ルス感 染 症 拡 大の中、ランドセル WEB 接 客

社外取締役 報酬委員会委員長 指名委員

一方、法律や企業倫理を遵守するのがコンプ

飯島 彰己
社外取締役に就任して7カ月になりますが、

社外取締役 監査委員

橋本 副孝
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS

いずれの場面でも、
取締役会
（監査委員会）
は、

三越伊勢丹グループの従業員には、
お客さまに

執行役の業務執行が適切に行われているかを

寄り添うスピリッツが深く根付いていることを

しっかりとモニタリングする必要がありますが、
執

改めて感じています。
良き伝統の継承に向けた

行役と取締役会が、
それぞれの役割を十分に果た

地道な努力の賜物だと思います。
しかし、
とりわ

し、
緊張関係を保ちながら、
いかにうまく状況に即

け大きな変革期を迎えている百貨店業において

応し、
充実した内容の対話を継続できるかは、
ガ

は、
この長所は、会社の中長期的な戦略によっ

バナンスの真価が問われる一局面と思います。

てしっかりと支えられている必要があります。
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土井 美和子

社外取締役 指名委員会委員長 報酬委員

幸い当社では、
これまでの蓄積によって、
ガバ

この間、
取締役会では、
グループの
「10年後に

ナンスの要である取締役会審議の活性化等は

めざす姿」
の議論を行い、
その方向性の明確化を

相当程度進んできていると思います。
しかし、現

図るとともに、
そのもとでの中期経営計画の在り

下の厳しい経営環境においては、
ガバナンスの

方を議論してきました。
その結果、新型コロナウ

さらなる深化が求められています。

イルスによる影響なども考慮のうえ、
現在の中期

このような環境の中、私はこれまでの経験を

経営計画を取り止め、
新たに2021年度から始ま

生かし、社外取締役・監査委員として、社会的な

る3ヶ年計画を策定することとしました。
今後は、

視点に立って、実質的なガバナンスの充実に尽

さらに議論を重ねたうえで、
内容を速やかに確定

力すること等を通じて、
当社の持続的な企業価

させ、
その確実な実行を図ることになります。

値の向上に貢献していきたいと考えています。
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三越伊勢丹グループ
について

中期経営計画

資本政策

サステナビリティ

Withコロナ対応

コーポレート・
ガバナンス

財務・非財務
データ

P02-14

P15-22

P23-24

P25-28

P29-30

P31-44

P45-58

取締役プロフィール

取締役

赤松 憲

01

1952 年 9月5日生

杉江 俊彦

1961 年 2月15日生

02

竹内 徹

1960 年 5月21日生

03

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就任。

1983年（株）伊勢丹（当時）入社。家庭用品、婦人服飾雑
貨、食品等の営業部門や営業支援部門を経験し、2012

1983年（株）伊勢丹（当時）入社。紳士服、婦人服等を中

総務・経理・管財・物流等の部門統括責任者である業務

年に当社の取締役常務執行役員に就任以降は、経営戦

らく営業部門を牽引してきました。2013年には当社常

（管理）本部長として当社グループの基盤整備、コスト

心に従事し、海外の事業子会社への出向経験も含め、長

略本部長として海外、システム、不動産、関連事業等の

務執行役員として
（株）札幌丸井三越代表取締役社長

削減、ガバナンス体制の構築等を推進しました。その後、

各部門も所管しながら経営計画の実現に向け当社グ

執行役員を、2016 年には当社グループ人財本部長を、

当社の持分法適用会社である新光三越百貨股份有限公

ループを牽引してまいりました。2017 年 4月に当社お

2017年からは（株）三越伊勢丹取締役専務執行役員と

司（ 台 湾 ）の 副 董 事 長（ 2016 年 ）を経て、2017 年 に当

よび（株）三越伊勢丹の代表取締役社長執行役員に就任

して百貨店事業本部長を歴任。2019年4月に当社代表

社 代 表 取 締 役 会 長に就 任。2020 年 6月の指 名 委員会

（2020 年 6月より当社 取 締 役 代 表 執 行 役 社 長 CEO）。

取締役副社長執行役員CMOに就任し
（2020 年 6月よ

等設置会社への移行後は、当社取締役会長兼取締役会

営業部門と企画部門双方での豊富な経験の中で培って

り当社取締役代表執行役副社長CMO）、商品政策等グ

議長として、その豊富な知見とリーダーシップにより当

きた百貨店事業とグループ事業全般に幅広く精通する

ループ全体の事業活動においてリーダーシップを発揮し

社の企業価値向上とさらなるガバナンスの強化に貢献

能力とリーダーシップにより、グループ全体の企業価値

ており、当社グループの企業価値向上に大きく貢献して

しております。

向上を推進しております。

おります。

伊倉 秀彦

1964 年 7月5日生

04

西山 茂

1960 年 2月9日生

05

1987 年（ 株 ）伊 勢 丹（当時 ）入 社。1990 年 代を中 心に

1982年（株）伊勢丹（当時）入社。長らく経理部門を担

白井 俊徳 1959 年 1月28日生

06

1982年（株）伊勢丹（当時）入社。経理部門に在籍した後、

米国やタイへ海外出向し財務経理部門や事業リストラク

当し、国内外の子会社への出向中においては、経理のほ

国内外の事業拠点の経営管理部門において実務責任者

チャリング等を経験。帰国後は当社の経営企画部門、エ

か管理部門、経営企画部門等に従事し、幅広い経験を

を務める。
2003年より（株）伊勢丹の経営戦略部門におい

ムアイカード社の経営等に携わる中でM&A業務や外部

積んでまいりました。その後、
（ 株）三越伊勢丹常勤監査

て経営システム改革を担うとともに、
当社設立に向けたエグ

提携業務、構造改革案件を広く担当。2018年からは当

役、国内の関連事業の統括責任者等を経て、2018年に

ゼキューションリーダーを務め、
2008年の当社設立後、

社経営企画部門長に就任、2019年 4月からはCFO、同

は当社の総務部門長に就任。2020年4月からは総務統

執行役員としてPMI、戦略推進および事業構造改革に継

年 6月からは取締役に就任（2020 年 6月より当社取締

括部長兼CROとして、グループ全体の総務、経理、人事

続して従事。
2019年6月に当社常勤監査役に就任し、指

役執行役常務CFO）。グループ全体の予算・投資等にお

ならびにリスクマネジメント、
コンプライアンス機能を統

名委員会等設置会社への移行に際して実効性の高い運

いて手腕を発揮しており、その財務面・経営面での幅広

括（2020年6月に当社取締役執行役常務に就任）。業務

用制度を構築するとともに、
2020年6月より当社取締役

い経験とスキルにより当社グループの企業価値向上に

部門を中心とした経験で培った知見により、当社グルー

監査委員会委員長に就任。経営全般にわたる幅広い実戦

寄与しております。

プの企業価値向上に貢献しております。

経験とその知見を生かしながら、社外取締役と連携して
当社のガバナンスの高度化に大きく貢献しております。

ボードメンバー
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（ 2020 年 6月15日現在）
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社外取締役

久保山 路子 ※
氏名
01

取締役会出席状況

役割

赤松 憲

（ 2019 年度）

取締役
会長 兼 取締役会議長

15 回中 15 回

取締役（監査役）

在任期間

3年

杉江 俊彦

取締役
代表執行役社長 CEO

03

竹内 徹

取締役
代表執行役副社長 CMO

15 回中 15 回

3年

04

伊倉 秀彦

取締役
執行役常務 CFO

12 回中 12 回

1年

西山 茂

取締役
執行役常務 総務統括部長 兼 CRO

02

05
06

白井 俊徳

取締役

07

久保山 路子

取締役 社外

08

飯島 彰己

取締役 社外

15 回中 15 回

ー

8年

ー

取締役又は監査役と
して15 回中15 回

監査役
在任年数 1 年

独立

15 回中 15 回

2年

独立

12 回中 10 回

1年

09

土井 美和子

取締役 社外

独立

12 回中 12 回

1年

10

小山田 隆

取締役 社外

独立

12 回中 12 回

1年

11

平田 竹男

取締役 社外

独立

監査役として
15 回中 12 回

監査役
在任年数 3 年

12
13

古川 英俊
橋本 副孝

取締役 社外
取締役 社外

独立
独立

指名委員会 報酬委員会 監査委員会

07

1956 年 4月16日生

土井 美和子

09

小山田 隆

10

1954 年 6月2日生

1955 年 11月2日生

（ 現・花王（株））入
1980年花王石鹸（株）

1974 年 三 井 物 産（ 株 ）入 社。2009 年に

（現・
（株）
東芝）
1979年東京芝浦電気（株）

社。商品広報センター・センター長を務め

は同社代表取締役社長に就任。日本を代

入社。大手電機メーカーである同社にお

る等、主に商品開発やマーケティングの

表する総合商社の経営者として卓越した

ける情報技術分野の研究者・責任者を務

（株）三菱UFJ
1979年（株）三菱銀行（現・
銀 行）入 行。
2016年 には（ 株 ）三 菱 東 京
UFJ銀行（同）頭取に就任。国内トップクラ

部門に従事。現在は同社生活者研究部コ

手腕を発揮し同社の成長に大きな役割

め、同 分 野 の 専 門 家として多 数 の 功 績

スのメガバンクである同社の経営者として手

ミュニケーションフェローを務めると同時

を果たしました。現在は代表取締役会長

を上 げております。現 在は国 立 研 究 開

腕を発揮し、
その長年にわたる金融機関で

に、
（ 株）三井住友銀行等の社外取締役を

として同社の取締役会議長を務め、経営

発法人情報通信研究機構の監事を務め

の経験で培われた財務に関する深い知識

兼職。
このほかマーケティングに関する豊

の監督者の立場から同社のコーポレー

るとともに、奈 良 先 端 科 学 技 術 大 学 院

を備えています。現在は
（株）
三菱UFJ銀行

富な経験に基づき多摩大学大学院客員教

ト・ガバナンス推進に重要な役割を果た

大学および東北大学の理事として活躍

特別顧問であると同時に、
三菱電機
（株）
等

授として教鞭を執る等多彩に活躍してい

すと同時に、
（ 株）
リコー社外取締役、
ソフ

しており、
（ 株）SUBARU 、日本特殊陶業

の社外取締役を兼職。公益財団法人日本

ます。当社社外取締役には2018年より就

トバンクグループ（株）社外取締役等の

（株）の社外取締役も兼職。当社社外取

国際問題研究所の代表理事および副会

任し、消費者をはじめとした多様な視点が

社 外 役員を兼 職。当社 社 外 取 締 役には

締 役には 2019 年 6 月に就 任し、その 高

長も務めています。当社社外取締役には

求められる当社取締役会等において、独

2019 年 6月に就 任し、その 豊 富 な 見 識

い情 報 技 術 分 野の知 見に基づき、独 立

2019年6月に就任し、その高い専門的見

立した立場から業務執行に対して有益な

に基づき、独立した立場から当社の業務

した立場から当社の業務執行に対して

地に基づき、
独立した立場から当社の業務

助言および適切な監督を行っております。

執行に対して有益な助言および適切な監

有益な助言および適切な監督を行って

執行に対して有益な助言および適切な監

督を行っております。

おります。

督を行っております。

平田 竹男

ー

08

1950 年 9月23日生

久保山路子氏の戸籍上の氏名は岩﨑路子
であります

ー

飯島 彰己

11

古川 英俊

12

橋本 副孝

13

1960 年 1月16日生

1955 年 7月16日生

1954 年 7月6日生

1982 年 通 商 産 業 省（ 現・経 済 産 業 省 ）
入 省。2002年 に転 職し、
（ 財 ）日 本 サッ

（株）三井住友
1979年（株）三井銀行（現・

1979 年新家猛法律事務所（現・東京八

銀行）入 行。メガバンクにおいて長 年 に

丁堀法律事務所）入所。長年にわたり弁

カー協会専務理事に就任。現在は早 稲

わたり国 内 外で経 験を積み、同 社 副 頭

護士として第一線で活動を続け、2008

田大学大学院スポーツ科学研究科教授

取 等 を 経 て、2015 年 に（ 株 ）SMBC 信

年 には 東 京 八 丁 堀 法 律 事 務 所 の 代 表

としてスポーツビジネスの振興に大きく

託銀行代表取締役社長兼最高執行役員

パートナー弁護士・所長に就任。
弁護士活

貢献すると同時に、
楽天
（株）
の社外監査役

に就任。欧・米外資系金融機関の国内富

動の傍ら数社の企業の社外監査役を務め

を務め、
2013年には内閣官房参与にも就

裕層向け事業を統合して新ブランドを立

るとともに、年金記録問題の第三者委員

任。当 社 社 外 監 査 役 には 2017 年 に 就

ち上げ、先進的で質の高いサービスの提

会の委員や原子力損害賠償紛争審査会

任し、その 多 岐 にわたる豊 富 な 知 見を

供 に大きく貢 献しました。
2018 年 には

の 特 別 委 員を務める等、国家的課題の

当 社 の 監 査 に発 揮し、グル ープ のガバ

同社取締役会長に就任。当 社 社 外 取 締

解決にも尽力しております。当社社外取

ナンス機能の一層の強化に貢献しまし

役 に は 2020 年 6 月 に 就 任 し、金 融 機

締 役 には2020 年 6月に就 任し、企 業 法

た。2020 年 6 月の指名委員会等設置会

関の経 営 者としての豊富な経験と財務

務に代表される高度かつ幅広い専門知

社への移 行 後は当社 取 締 役に就 任。よ

に関する専門知識により、独立した立場

識をもとに、独立した立場から当社の業

り多様な視点が求められる当社の取締

から当社の業務執行に対して有益な助

務執行に対して有益な助言および適切

役 会 において、独 立した立 場 から当 社

言および適切な監督を行っております。

な監督を行っております。

の業務執行に対して有益な助言および
※CMO=チーフ・マーチャンダイジング&マーケティング・オフィサー / CFO=チーフ・フィナンシャル・オフィサー / CRO=チーフ・リスク・オフィサー
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※

は委員長

適切な監督を行っております。
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三越伊勢丹グループ
について

中期経営計画

資本政策

サステナビリティ

Withコロナ対応

コーポレート・
ガバナンス

財務・非財務
データ

P02-14

P15-22

P23-24

P25-28

P29-30

P31-44

P45-58

コンプライアンス・リスクマネジメント

コンプライアンス・リスクマネジメント体制

コンプライアンス体制
IRポリシーの制定

個人情報保護の取り組み

取締役会
指名委員会

報酬委員会

監査委員会

当社グループではお客さまからお預かりする個人情報

当社グループではIR活動（株主さま・投資家さまへの広報

を適切に管理し、正しく利用するために
『プライバシーポリ

活動）
において、株主さま・投資家さまのご信頼と共感を得

シー』を制定公開し、お客さまの信頼とご期待にお応えし

られる企業をめざし
『IRポリシー』を制定・公開し、公平な

ています。
また、
プライバシーポリシーに基づき
『個人情報

情報開示やコミュニケーションの充実を図っています。

取扱規程』
を定め、
お客さまの個人情報の適切な利用と厳
報告・監督

連携・報告・要請

重な保護・管理を行っております。

当社グループでは、
「公正取引に関する指針」
を定め、公

インサイダー取引防止体制の整備と運用

執行役会
代表執行役社長 CEO

内部監査室

正かつ自由な競争を堅持し、広く社会に貢献し続ける企

当社グループでは未公開の重要な内部情報の取り扱い
について
『インサイダー取引防止規程』を定め、情報の厳

コンプライアンス・リスクマネジメント

重な管理と意識向上に向けた取り組みを行うことで証券

推進会議
議長

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

： 社長 CEO

制の整備と運用を行っています。

副議長 ： CRO
リスク対策部会

公正取引推進部会

サイバーリスク対策 PJ

新型コロナ感染症
対策本部

公正取引を推進するための体制構築と運用

業であるために、不当な取引制限等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。

反社会的勢力への対応について
当社グループでは、
『 内部統制システム構築の基本方

役員をはじめ特定部門に所属している従業員が株式等

針』および『三越伊勢丹グループ調達方針』において反社

を売買する際には事 前 届出を義 務 付ける等、インサイ

会的勢力との関係遮断、不当要求の拒絶、被害の防止を

ダー取引の未然防止を図る体制を整備しております。

掲げています。

事例｜健全な企業体質
HDS 統括部門
監査

グループ事業会社各社

『グループホットライン規程』を定めています。社内通報

不当要求防止責任者講習の実施

システム
『グループホットライン』で、当社グループで働く

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
「不当要求防止責任者講習」を実施しています。警視庁や
暴追都民センター職員、委嘱講師による講義聴講のほか、
研修ビデオにて学び、研修終了後には受講証を付与され、

コンプライアンス体制

実践に役立てています。

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。

景品表示法に基づく消費者庁からの
排除措置命令について
株式会社エムアイカードは同社が実施した
「エムアイ
カードプラスゴールドカード新規入会キャンペーン」
において、

コンプライアンスに関する考え方について

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月8日に景品表示法に基づく措置命令（優良・有
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
プライアンスを価値観や意識・行動まで根付かせ実践し

41

また、業務遂行の適法性や妥当性を監査するために、
独立した部門として内部監査部門を設置し、体制を整備
しています。

ていくことが重要であると考えています。このために、役

従業員には、お客さま・お取組先との関係性において遵

員および従業員の行動規範として
「私たちの考え方」のも

守すべき法令や従業員としての倫理行動基準を定めた

と、
『企業倫理行動基準』を制定し、全社に浸透を図るとと

『コンプライアンスガイドブック』を社内イントラネットに

もにコンプライアンス体制の維持向上に取り組み、社会

掲示し、日々の業務における法令遵守の周知徹底を図っ

的信頼の確保を行っています。

ています。

ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS

利誤認表示）
を受けました。
研修受講者数

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年

2019 年

142 名

98 名

105 名

117 名

69 名

内部通報制度の設置と運営
当社グループでは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に認識し改善していくために

この命令を受けて、2020年4月3日に課徴金を納付する
とともに、同社では全従業員に対して教育を実施のうえ、
再発防止に向けた取り組みの徹底を図っております。
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・徹底に努めております。
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三越伊勢丹グループ
について

中期経営計画

資本政策

サステナビリティ

Withコロナ対応

コーポレート・
ガバナンス

財務・非財務
データ

P02-14

P15-22

P23-24

P25-28

P29-30

P31-44

P45-58

コンプライアンス・リスクマネジメント
CROメッセージ

当社グループ
リスクマネジメント体制の強化

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、
内部統制構築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。

■

リスクが多様化する事業環境において、将来にわたって持続的な成長を可能にするためにも、お客さま、お取組
先、従業員の安全・安心を最優先として、
リスクを明確化し、対応の一層の強化を図っています。

リスクマネジメントの推進

横断的に活用して、
リスクマネジメントを

タイムリーに、
リスク情報の共有と、
リスク

推進しています。

対策の進捗確認を行いながら、期末には、

グループのリスクマネジメントの実現の

平常時のリスク管理として、
リスクの発

その活動結果をコンプライアンス・リスクマ

ために、
「リスクマネジメント基本規程」に

生の予防・軽減およびリスク発生時におけ

ネジメント推進会議に報告し、
グループとし

おいて、
リスクマネジメントの基本事項、緊

る拡大予防のための施策策定・実施・改善

ての新たなリスク方針につなげていきます。

急事態の定義等を定め、コンプライアン

を行います。企業の価値に影響の大きい自

ス・リスクマネジメント推進会議を設置し、

然災害その他重大なリスクに対応するた

グループリスクマネジメントの推進体制を

めに事業継続計画を策定し、
リスクマネジ

営業上のコンプライアンス違反防止を

構築しています。

メントの実践の基礎となる教育・訓練を通

目的として、公正取引委員会等主管官庁

して、
リスクへの準備・対策を講じています。

の方針も踏まえた当社グループにおける

リスクマネジメント体制について

また、緊急事態発生時には、CEOより

2.公正取引推進部会

対応の周知・徹底を図っています。

リスクマネジメント推進のためのコンプラ

委任を受けたCROが案件に応じた最適

また、独占禁止法や下請法等の重大違

イアンス・リスクマネジメント推進会議は、

なメンバーを選任して緊急対策本部を設

反を発生させないための徹底した教育も

グループ内では最大規模の会議として、年

置し、外部機関との連携を含め対応の指

実施しています。

2回、定期的に開催し、リスクマネジメント

揮にあたります。

のPDCAサイクルの基盤を構築しています。

CEOを議長とするこの会議では、重点
的に取り組む重大リスクの選定や見直し

リスクマネジメントの実効性を向上
させるための各組織について

茂

3.サイバーリスク対策プロジェクト
グループITガナバンスにおいて、サイ

当社のスタンス

また、グループ全体に発生の可能性があるリ
スクを当社独自の基準で作成したリスクマップ

当社は、
創業以来時代の変化に合わせてビジ

にプロットし、未然防止や発生時の迅速な対応

ネスモデルを革新してきましたが、
その間に多く

について、責 任 部 署 により具 体 的 な 業 務フ

のリスクを乗り越えてきました。
今、
取り巻く環境

ローに落とし込めるよう整備しています。
さらに、

が大きく変化する中、
私たちの考え方
「人と時代

経営対応レベルが必要な緊急リスク発生時には、

をつなぐ」をベースに、お客さまとモノ・コトを

CROが案件に応じた最適なメンバーを選任して

プラットフォームでつなぐ
「新時代の百貨店」
を

緊急対策本部を設置し、
その指揮にあたります。

めざし、変革にチャレンジしています。一方で昨

今回の新型コロナウイルス禍においては、
グ

年から相次ぐ大型台風や地震、新型コロナウイ

ループ全体の緊急対策本部を発足し、4〜5月

ルス禍、
サイバー攻撃など、
当社にも大きな影響

政府によって緊急事態宣言が出される中、ほ

を与えるリスクが拡大しています。
将来にわたる

ぼ全百貨店の休業を決定しました。その休業

持続的な成長を可能とするためにも、
お客さま・

期間に徹底した準備を行い、お客さま・お取組

お取組先さま・従業員の安全・安心を最優先とし、

先さま・従業員の安全・安心を最優先とする新

リスクマネジメントを一層強化していきます。

たな店舗運営体制を構築したうえで営業を再

具体的な取り組み
当社は、
CEOをトップとするコンプライアンス・
リスクマネジメント推進会議を設置、統合的な

バーリスク対策を立案・推進し、人的、組

グループリスクマネジメントを推進してきました。

開することで、お客さまからその感染防止策
について
「これなら安心してお買物ができる」
と
の高いご評価をいただいております。

今後の方向性

を行い、各部門長やグループ各社社長で

コンプライアンス・リスクマネジメント

織的、技術的側面から安全対策を講じる

今年度リスクマネジメントのさらなる強化のた

リスクマネジメントは必ずしも企業にとって

構成される参加委員において、
リスク発生

推進会議で選定した重大リスクについて、

だけでなく、
コンピュータセキュリティイン

めに、
グループのリスク対応を統括・指揮を担当

の「守りの側面」だけではないと考えています。

の未然防止と発生時の対応方針を審議し、 より具体的な対策の立案と推進、検証の

シデントに対処するための組織（CSIRT）

グループ全体のリスクマネジメントの実現

PDCAサイクルを回すために、次の4つの

を構築しています。不正アクセス対策とし

するチーフ・リスク・オフィサー（CRO）を新設

避けられないリスクに直面した際に、
「ダメージ

に向けた推進を図っています。また、
リス

下部組織を通して、実効性のある未然防

て、従業員メール訓練等の教育を継続的

いたしました。
私はCROとして、
グループ全体の

を最小化できるか」
「 最短で回復できるか」
と

ク対応計画に基づく報告内容を共有し、

止対策を講じています。

に実施し、情報資産の保全に取り組んで

リスクマネジメント体制を平常時と緊急時の両

いう点は、企業価値に大きな影響を与えます。

面において整備・構築し、
社内の全部門を横断的

また、安全な環境で従業員が働き、お客さまに

に活用して、
リスクマネジメントを推進しています。

安心してお買物いただくという私たちの本来業

当社はCOSO（ 内 部 統 制 統 合 的フレーム

務のためにも、
リスクマネジメントは重要な要

様々なリスク認識を最新化しながら、
リス
クの発生予防と発生時の影響を限定的に
するための日常におけるモニタリング強
化の推進も図っています。

います。

1.リスク対策部会
当社グループを取り巻くリスクに対し、

COSO（内部統制統合的フレームワーク）

4.新型コロナ感染症対策本部
事業継続計画に基づき、新型コロナウイ

今年度はリスクマネジメントのさらなる

の3線ディフェンスの考え方のもと、それ

ルス感染症対策本部を設置し、
お客さまと

強化のために、チーフ・リスクオフィサー

ぞれのディフェンスラインが参加する部会

従業員の安心安全を最優先に考え、
グルー

（CRO）を新設し、グループ全体のリスク

として、グループリスクマネジメント方針

プ共通の方針や対策を決定しております。

の具現化を図ります。

マネジメント体制を平常時と緊急時の両
面において整備・構築し、社内の全部門を
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コンプライアンス・リスクマネジメントの統合的な実践を通し、当社グループの全業務領域におけるリスクの未
然防止と発生時対応への準備を横断的に行い、企業価値の向上につなげています。

■

取締役執行役常務 CRO

ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS

月次レベルで定期的に開催することで、

ワーク）の3線ディフェンスの考え方に基づき、 素だと考えています。
リスクマネジメントは私
発生リスクに直接対応する各店・各社、管理指

たちが全員で進めていく
「本業の磨き上げ」の

導する所管部門、プロセスの適正をチェック

中にあるという意 識 を持ち、CROとしてグ

感染防止対策を徹底した安全な営業体制

する内部監査の3者の役割を明確にし、平常時

ループ全体を横断的に統括・指揮をし、企業

と新しい働き方の両立を推進しています。

のリスク対応における連携を徹底しています。

価値の向上につなげていきます。
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