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三越伊勢丹グループの挑戦の軌跡
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中期経営計画の概要

百貨店の新たなビジネスモデルをつくる

　代表執行役社長CEOの細谷敏幸です。

　百貨店業界は、長らく大変厳しい経営環境にあります。

従来の百貨店は、家族や友達と出掛けていき、自由気ま

まに店内を回りながら買物したり、食事をしたりと、長い

時間滞在する場所でした。お客さまが一度店舗にご来店

いただければ、お客さま自身で館内を巡ってくださり、売

上が上がっていく、そのために広域から大勢のお客さま

を集める、というマスマーケティングのビジネスモデルに

重きを置いてきました。

　しかし、時代の変化とともにお客さまの価値観や生活

スタイルが変わってくると、従来の品揃えでは店舗に足

を運んでいただけなくなりました。こだわりがある消費

には徹底的にこだわりたい反面、そうでないものには機

能と価格を重視する、こだわりたいものはお一人お一人

ウクライナ問題に端を発する原材料費⾼騰、インフレ・

円安の急激な進行により、個人消費の行方は大変不透明

です。もともとコロナ前からの人口減少・少子⾼齢化の

加速もあって、百貨店の市場規模はますます小さくなって

いくようにみえます。しかし統計では、所得の二極化により、

⾼所得者層も金融資産を多く持つ世帯も、今後増加傾向

となる見込みです。また、⾼度経済成長後のバブル崩壊、

リーマンショック、長期にわたるデフレを経験するなかで、

日本の消費者の消費行動は大変成熟しており、先に述べ

たようにこだわりのあるものについては単なる価格訴求で

はない、きちんとしたご提案が必要になります。

　実際、当社はコロナ禍の期間で売上を大きく落としまし

たが、付加価値が⾼く、当社がしっかりと品揃えできるもの、

例えばラグジュアリーブランド、宝飾、時計、貴金属など

は継続して堅調に推移していましたし、苦戦するアパレル

であっても当社独自の価値を加え展開したものについて

は大変好評でした。これらの商品群は、決して⾼所得者

の方々だけに⽀持されていたわけではありません。

　この例が示すように、長期的には人口減少を背景に個

人消費全体が縮小に向かうことはありますが、当社がど

こにも負けない価値をお一人お一人に確実に提供し続け

るビジネスモデルを確立することによって、今後十分に拡

大余地があると考えています。

新たなビジネスモデルに向けて
「変わらないもの」「変わるもの」

　そこで競争優位となってくるのは、私たちが百貨店事業

を通して、長く培ってきた強み、そして三越や伊勢丹とし

てそれぞれが築き上げてきた独自の強みです。三越伊勢

丹グループの百貨店事業としての強みは、お客さまに認

めていただいている「のれん」の価値であり、長い歴史

の中で大切にしてきた顧客基盤そのものです。また三越

の強みは、お客さま第一の企業文化から生まれてきた「お

もてなし」の力、お一人お一人のお客さまのご要望に徹

底的にお応えする接客力にあります。一方、伊勢丹の強

みは、三越同様にお客さま第一の企業文化のもと、多く

のお客さまに足を運んでいただき、魅了し続ける店舗に

さまざまであるため、従来のマスマーケティングでは到

底対応ができません。加えて急速なデジタル化が進むこ

とで、お客さまが我々も追いつかないほどのたくさんの

情報をお持ちになっています。今では多くのお客さまが

自由にスマートフォンを操り、自分の欲しいものを瞬時

に検索・比較されます。そうした情報に日々接すること

でお客さまの情報感度もますます⾼まっていくとともに、

ご来店になると必要なものだけに的を絞ったお買物をさ

れ、帰られてしまいます。

　旧来型の百貨店のビジネスモデルではこうしたお客さ

まに対応できていない状況であり、これをどうやって変え

ていくか、それが私の社長としてのミッションです。

　私は2021年４月にCEOに就任しましたが、中期経営

計画（2022年度～2024年度）についてはこのビジネス

モデルの変⾰に大きく舵をきるため即座に動き、５月に

まず概略を、そして11月に数値目標を含むより具体的な

内容を発表いたしました。

　百貨店業界を取り巻く環境を見ると、ご承知のように

するため、ものづくりまで手掛けるチャレンジ精神で⾼め

てきたマーチャンダイジング力です。

　あたらしいビジネスモデル構築においても、長年大切

にしてきたこの強みをベースにすることに変わりはあり

ません。しかし、三越と伊勢丹が統合して14年ほどたち

ましたが、まだ両者の強みを組み合わせ、十分に活かし

きれているとは言えません。この課題を解決するために、

中核となる百貨店事業はもちろん、グループ会社の力を

結集して、あたらしい価値やシナジーを生み出せる小売

グループへ変わる必要があると考えました。

あたらしい戦略が目指すもの

　三越は2022年で創業から349年、伊勢丹も136年の

長い歴史を持つ会社です。どちらの会社も創業以来の歩

みの中で「お客さま第一」を掲げ、時代ごとの社会や環

境の変化を受け止めながらお客さまのご要望を先取りし、

生活に豊かさを提供することでご⽀持をいただき、今日

まで続いてきました。今改めてこの原点に立ち返り、「お

客さまのお困りごとを感動的に解決し、関心ごとに対し⾰

新的に提案する」ことができる、“特別な”百貨店を目指

す、それによって百貨店を中核とした小売グループとしての、

新たなビジネスモデルを作っていく考えです。

　「グループが目指す姿」を受け策定した戦略は、中期（３

年）と長期（10年スパン）の両方で利益ステップと事業ポー

トフォリオのイメージを掲げています。

　まず、中期における最大の目標は、「百貨店事業の再

生」です。これにより2024年度には営業利益350億円と

して、経営統合後の最⾼益を目指します。ここでは「百貨

店を科学する」ことであらゆる事業単位を徹底的に分析し、

売上の大小のみでなく、「効率的かつ適切に収益をあげ

ているのか」という観点でその後の計画に結び付けていま

す。ここではよくある店別の損益表だけでなく、顧客別損

益表まで作っています。大がかりな仕組みではなく表計算

お客さまの暮らしを豊かにする、
“特別な”百貨店を中核とした
小売グループを目指します
お 客さまのお 困りごとを感 動 的に 解 決し、
お 客さまの 関 心ごとを⾰ 新 的に 提 案する

取締役 代表執行役社長 CEO

細谷 敏幸
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中長期　利益ステップとポートフォリオイメージ
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➡P20

“高感度上質”戦略

ソフトの対応ではありますが、私たちはお客さまのお買上

げに従って適切にベネフィットを差し上げることができてい

るか、もっとお買上げいただくためにはどこにどんなコス

トを掛けるとお客さまに喜ばれ、私たちも持続的に収益

をあげることができるか。そういった考え方で戦略立案に

あたり、感覚的ではなく具体的な分析をもとに話し合って

います。

　そうして策定したこのあとご説明する３つの戦略を柱に、

当社の強みである百貨店事業を徹底的に磨き上げ、再生

を図ります。中期経営計画の３年間で百貨店の魅力を最

大限に発揮して可能な限り多くのお客さまに当社のファン

となっていただき、そのたくさんのファンの皆さまのあら

ゆるニーズに、百貨店だけでなくグループ会社も含めて

一丸となって真摯にお応えすることで、長期的には不動産

事業や金融事業を中心とするグループ各事業のビジネス

モデル化、収益化を図ります。その結果、10年スパンで

は営業利益500億円とするだけでなく、事業ポートフォリ

オとしても百貨店以外の事業が半分以上を占めることとな

り、グループとして安定的な収益体質を構築します。

　では中期経営計画で柱としている３つの戦略をご紹介

します。

生活にこだわりを持ち、上質で豊かな生活を求め
る消費にお応えする ——“高感度上質”戦略

　多くのお客さまにしっかりと当社のファンになっていた

だくためには、一律に対応していたマスマーケティングか

ら、一刻も早く「個のマーケティング」に考え方をシフトし、

お一人お一人のご要望をしっかり聞きながら対応していく

必要があります。

　まずは外商のお客さまに対する事例です。今回、あたら

しい提案ができるよう外商セールスにいくつかの新たな仕

組みをつくりました。外商セールスと商品のバイヤーが連

携する仕組み、セールスが１人ではなく、チームで対応す

る仕組み、店頭アテンダントとの連携、といった仕組みづ

らば三越に行きたい、伊勢丹に行きたい、と言っていた

だける存在を目指しています。

　グループの中心である新宿店は、「ファッションの伊勢丹」

を再興するため、品揃えは「本物・本質・拘り・最先端」、

といったキーワードに、「先行・限定」を掛け合わせ、新

宿店にしかない、付加価値の⾼いものを中心に展開する

特別な環境で、最⾼のおもてなしを提供します。一方、

日本橋店は、「伝統・文化芸術・暮らし」の強みをより一

層磨き上げ、歳時記を大事にするお客さまの「上質な暮

らし」のためのものが全て揃う店舗を目指します。重要文

化財としての中央ホール、三越劇場、店舗自体が伝統と

文化そのものの中で、お客さまに上質な空間とサービス

を提供します。この両店舗が多くのお客さまの憧れと共

感の象徴となることで、グループ各店もそののれんのもと

でつながり、一体となってお客さまと接していくことがで

きます。

　お客さまが、年に１回、ラグジュアリーブランドのバッ

グを買いたい、いい時計を買いたい、月に１回は品質の

良い化粧品を買いたい、あるいは、大切な方にきちんと

したものを贈りたい、どなたにもあるそのようなときに当

社の店舗を必ず選んでいただけるように、感度が⾼くハ

イタッチなサービスを提案していきます。そのために、全

国各都市にある店舗をそれぞれ母店とし、そこに小型店

を衛星的につなげ、さらにデジタルでお客さまをサポート

していきます。デジタルでつながっていると、グループ各

店からでも新宿店や日本橋店の接客を受け、商品を選び、

購入することもできます。こうしたつながりにより、日常

は近くの店舗、ハレの日や特別なお買物は各都市の母店

か、新宿店や日本橋店でも、といったことが全国各地で

可能となり、当社のファンをより多く増やしていく原動力

となると考えています。

　

　次はミレニアル世代です。この方々はこれまであまり百

貨店に興味をもっていただけませんでしたが、生涯当社

のファンになっていただくために施策を進めています。こ

の世代はデジタルが当たり前の時代に育ち、価値観、消

費行動、ライフスタイルがそれより上の世代とは全く異な

くりに加え、デジタルを使ったＡＩを活用する仕組みです。

　外商セールスとバイヤーが連携する仕組みは、その中

でも一番特徴的なものです。三越も伊勢丹も、外商のセー

ルスと言えばこれまでもお客さまのご要望にお応えする業

界きってのプロでした。しかし、商品のプロであるバイヤー

と直接連携する仕組みはありませんでした。具体的に言うと、

お客さまが「こんなものが欲しい」、とセールスに伝える

と、各部門のバイヤーにも即座にその情報が共有されま

す。すると多くのバイヤーたちがこぞってお客さまに提案

するのです。今まで、１人のセールスの知見の中での提

案に慣れていたお客さまにとって、想定外の量と質の提

案が一度に来る、これはお客さまにとって、とても感動し

ていただける状態です。「すごいわね」という感動が生まれ、

「もっとプロの提案を聞きたい」「こんなものも欲しいの

だけどあるかしら」、という次の期待へつながります。す

ると、当社としては、セールスに加えてバイヤーが直接お

客さまの声を伺う、ダイレクトマーケティングへ発展させ

ていくことができるようになります。将来的な品揃えにも

役立ち、さらにお客さまに喜んでいただける、という相乗

効果がずっと続いていく仕組みになります。

　外商のお客さまは、当社でお買上げいただく以外にも

色々なところで消費をされていますので、ダイレクトマー

ケティングでお客さまのニーズを伺うと、今の当社では

扱っていない商材も多く見えてきます。これに対応するた

め、外商の組織の中にもバイヤーを設置する、という過

去にない体制をとりました。こうして百貨店には無い商品

も、当社ののれんの安心感のもとでご提供できるようにな

り、例えばマンションや車をはじめ、さまざまなカテゴリ

―に広がって早速多くのお客さまに大変好評をいただい

ています。こうした一連の当社のあたらしい外商の取り組

みにより、お客さまのウォレットシェアを拡大していくことが、

先に申し上げた縮小する百貨店マーケットの中でも確実に

成果をあげていく手段の一つです。

　次は、エムアイカード会員のお客さまです。この方々に

はお一人お一人に、新宿、日本橋両本店を中心とした店

舗への憧れと共感を抱いていただくことで、たまに行くな

ります。当社のデジタル戦略によってこの世代にもアプロー

チできる手段が整いつつあります。実は、当社の化粧品

ECサイトmeecoでのご利用が圧倒的に多いのが、ミレ

ニアル世代です。また、仮想の都市空間でユーザー同士

が会話やショッピングを楽しめるあたらしい顧客体験アプ

リ「レヴ ワールズ（REV WORLDS）」や、リモートショッ

ピングアプリもミレニアル世代のお客さまに多くご利用い

ただいています。こうしたさまざまなデジタルの取り組み

があたらしいお客さまとの接点となっていることは間違い

ありません。ミレニアル世代だけでなく、従来の百貨店で

はなかなか接点の持てなかった多くのお客さまに対してこ

のようなデジタルのアプローチができるのは、当社が他社

と差別化できる重要な戦略の一つだと考えています。

　最後にインバウンドの方々です。この方々はコロナ禍の

約３年が過ぎ、徐々に入国制限が緩和されつつあり、ま

た円安環境もあって今後大変期待できる層です。当社で

もまだコロナ前の３割ほどまでしか回復しておりませんが、

このあと確実に戻り、中期的にはさらに拡大するであろう

この方々に対して、当社では国内のお客さまと同様に「個」

で対応できる仕組みをつくります。新宿店や日本橋店では、

インバウンドのお客さま専用のサロンや、VIPプログラム

のトライアルなど準備を進めています。

　こうして述べてきたように、「⾼感度上質戦略」というと

富裕層のお客さましか相手にしないのではないか、と思

われるかもしれませんが、決してそうではありません。い

ずれのお客さまでも、「⾼感度な消費、上質な消費」をし

たいときに私たちがしっかりとお応えし、憧れと信頼を持っ

ていただく。これからお客さまの生活の中にもっと深く当

社が関わっていくために、これはとても重要なことだと考

えています。

　当社が目指す姿として掲げた「特別な」の意味は、こう

した一連の考え方を表した表現です。世界にも発信できる、

ナンバーワン、オンリーワンの百貨店。ナンバーワンは、

商品もサービスも、一番のものを自信をもってご提供でき

ること。オンリーワンはお客さまに、三越でないと、伊勢

丹でないとイヤだ、と言っていただけることです。マスか
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➡P23

“個客とつながる”CRM戦略
➡P24

“連邦”戦略

名、というお話をしました。別の例では、当社のシステム

会社が構築したリモートショッピングアプリは、店舗にお

越しいただけなくてもスタイリスト（販売員）に相談でき、

提案を受けることができて、購入まで行うことができる、

という大変好評をいただいている仕組みですが、B2Bと

して法人からもニーズがあります。グループ各社がこれま

で培ったノウハウをみんなで出しあうアイデアによってイノ

ベーションを起こし、事業として成り立つことを目指します。

　百貨店事業を再生し、こうした“連邦戦略”により各事

業のビジネスモデルを構築した先には、結実フェーズで

の「まちづくり」として、当社が全国の保有不動産の再開

発だけでなく、インフラも自社で有機的に活用できる、と

いう両輪の収益モデルが可能となります。この構想は、“特

別な”百貨店を中核とした小売グループである当社だか

らこそ可能な、当社ならではの中長期戦略だと考えてい

ます。

戦略の方向性が従業員に浸透

　こうした戦略の実行フェーズはスタートしたばかりです

が、一部では早くも成果が出始めています。最も手ごた

えを感じているのは、私が社長に就任以来掲げてきた“百

貨店を科学”するという考え方が、想定以上の早さで従

業員の間に浸透していることです。

　例えば、2021年度は、前年に対して連結ベースで販

管費を262億円削減し、新型コロナウイルスの影響が依

然残るなかにもかかわらず、期初計画を大幅に上回る営

業利益59億円を計上することができました。この結果は、

決して私がトップダウンで経費削減を一方的に進めたか

らではありません。従業員一人一人が中期経営計画の方

向性について腹落ちしたうえで、直間比率・売上⾼宣伝

費比率のような数値指標を正しく理解し、どこにお金を

使えばより多くの収益につながるのかを自発的に考え、

業務の中で実践していることの成果だと思っています。

　また、⾼感度上質戦略の中の外商改⾰についても、セー

ルスとバイヤーの連携・チーム制導入・デジタル活用など、

当社独自の新たなスキームが動きだしたことにより、お

客さまの購買体験にバリエーションが生まれ、好評をい

ただいていますが、こうした取り組みがスタートしてすぐ

に成果となっているわけではありません。もともと外商

ビジネスの課題解決にあたって従業員が模索していたこ

と、整理しきれていなかったことが会社の仕組みとしてしっ

かり整えられたから、一気にスピードが上がった、と言

えます。外商の売上は、インバウンドが依然として回復

しない2022年度にあっても、新宿店をはじめとする堅

調な売上を牽引する存在になっています。

　これ以外でも戦略の成果はいくつも出ています。“個客

とつながる”CRM戦略においては、アプリ会員について、

スタートして１年あまり、2022年度６月時点で125万人

以上の方に会員登録をしていただき、計画を上回るスピー

ドで当社と双方向にコミュニケーションがとることができ

るお客さまを増やしています。“連邦”戦略においても、

2022年度より外部企業との連携を機動的に推進する組織

としてアライアンス推進室を立ち上げるとともに、当社の

お取組先さまに向けて、三越伊勢丹グループのコンテン

ツメニューをリスト化したカタログを郵送し、グループリソー

ス“B2B外販”をスタートさせています。
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ら個へシフトする、お客さまお一人お一人のご要望をしっ

かり伺っていく、そうすることで、お客さまのお悩みやお

困りごとを感動的に解決し、関心ごとに対し⾰新的に提

案していきます。

マスから個へ転換する仕組み —— 
“個客とつながる”CRM戦略

　⾼感度上質戦略を実現するためにはマスから「個」へ、

とお話しました。では「個」のお客さまとつながっていく

にはどうしたらいいか、その仕組みについてお話します。

　私たちはお客さまがお買上げいただくに従って差し上げ

ているベネフィットを、もっと適切にすることで、お客さま

の当社に対するロイヤルティを⾼めていただきたいと考え

ています。そのためには、当社がお客さまの情報を把握し、

お一人お一人に合ったサービスを提供できる仕組みづくり

が必要です。これまで当社が把握することができたのは、

グループが発行するエムアイカードを通した方法に限られ

ていましたが、現金や一般のクレジットカードをお使いの

お客さまでも、アプリやデジタルIDを持っていただくこと

で同様に把握できるようになりました。さらに、このアプ

リ会員のお客さまやデジタルIDを持つお客さまが、お買

上げによるベネフィットの違いに価値を感じていただける

ようになると、将来的にはエムアイカードを持っていただ

けるようになり、当社とより深くつながることができます。

同時にお客さまのお買物体験をより快適で豊かなものに

していただくためのサービス「三越伊勢丹カスタマープロ

グラム」も再設計し、お客さまのロイヤルティがもっと⾼

まる制度を作成中です。

　⾼感度上質戦略で、お客さまは店頭やオンライン、ア

プリなどで私たちとつながります。加えてエムアイカード

を持っていただくことでお買上げに従って適切なベネフィッ

トを差し上げられるだけでなく、グループ外でのご利用や

金融サービスのご提供など、さらにさまざまなあらゆる場

面で私たちとつながり続けることができます。

　先ほど述べた⾼感度上質戦略と、このCRM戦略がしっ

かりと組み合っていくことで、マスから「個」へ転換するこ

とができるのです。

百貨店の強みをグループ全体の強みへ —— 
“連邦”戦略

　以上の２つの戦略と、「百貨店の科学」による収⽀構

造改⾰により、まずは徹底的に百貨店事業の再生を図っ

ていきますが、次の展開フェーズとしてご説明したいのが

この“連邦”戦略です。当社は、グループ内に金融、シ

ステム、物流、建装、人財などさまざまな会社を傘下に

置いています。どの会社のソリューションもとても特徴的で、

建装事業では⾼級ホテルや国会議事堂の内装を請け負う

など、古くから業界内では知られた実力をもつような会

社もあります。しかしながらこれまで、当社は百貨店事

業の一本足打法のようになっていて、それ以外の各社は

組織も縦割りで、それぞれが自分たちのノウハウと個別

のルートでの営業にとどまっていました。これをもっと連

携・発展させていくことで、従来の百貨店事業モデルか

ら変⾰することができます。

　一例としてカード会社のエムアイカードは、カード会員

数約280万人ほどの規模ですが、コロナ禍の2020年度

で百貨店が大きく業績を落とす中でも、営業利益48億円

と着実に利益を稼ぎ出していました。この事業を、多くの

お客さまを抱える百貨店事業の強みも使ってもっと発展拡

大させることで、百貨店事業に偏っていたグループの利

益ポートフォリオを大きく変えることができる、埋蔵量の

⾼い事業でもあります。そのようにしてそれぞれの事業会

社を三越伊勢丹グループのブランドのもと、新たなコンテ

ンツとしてきちんと成長、発展させていきます。

　この戦略では、まずはビジネスプロセスのインソーシン

グを進めることから始めます。当社内における業務につ

いて、縦割りであったがために情報連携できておらず、グ

ループ内に必要なサービスを提供可能な会社が存在する

のにもかかわらず、わざわざグループ外企業へ委託して

いる例が多くありました。なによりまず、グループ外への

売上や利益の流出を食い止め、次のビジネスの土台づく

りとするためにも、インソーシングを進めていきます。

　次に、グループ各社それぞれの可能性をさらに広げ、

グループ内リソースの B2B のビジネスモデル構築を考え

ています。先ほど、当社の建装のノウハウが業界でも有

中 期 経 営 計 画 の 進 捗
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➡P31-36

サステナビリティ
➡P37-52

コーポレート・ガバナンス

戦略の実現に向けて

　従来当社では、こういった中期経営計画は、経営側で

策定したあと各部門へ通達し、あとはそれぞれが具体的

に策定するという一方通行の作り方でした。今回、トップ

ダウンに拠らず、2021年５月に発表した戦略骨子をもと

にして各社・各部署が計画のたたき台を作成、そのあと

各部署と直接、折衝して詳細を作りこんでいく方法を取り

ました。手間のかかるやり方ですが、グループみんなで

取り組むことで計画内容に対する納得感や理解度が⾼い

ものとなり、さらに策定プロセスを通じてさまざまな気付

きや改善のヒントが得られるなど、良い効果が生まれてい

ます。

　この手法のメリットはそれだけではありません。今回は

当社の中期経営計画の中で初めて、中期の営業利益目標

だけでなく長期のステップ感や、財務関連・顧客指標関

連の主要 KPIを発表しています。これはまさに、この各

部門と話し合いを繰り返し、積み上げた結果によるもので

す。そのためKPI 実現の確度も⾼いと考えています。あ

たらしい中期経営計画は、策定方法もこれまでとは違う、

あたらしいやり方で行っています。

　当社は2020年に監査役会設置会社から指名委員会等

設置会社に移行し、経営ガバナンスは著しく変化してい

ます。当社で初めて社外取締役が議長となるなど透明性

が⾼まり、ガバナンスにおいてもより実効性のある体制

となりました。

　またサクセッションプランについては、執行役員をどの

ように育成するかも重要な課題です。2022年度からエグ

ゼクティブリーダープログラム（ELP）と呼ばれる役員人

財育成研修を行っています。事前課題を与え、今後当社

をどのようにしていきたいか、自身の強みはなにか、な

どを共有し語り合うことで、知識・スキルの向上を図りな

がら、個々人の本質も理解するようにしています。こうし

た事例は、トップのレベルの連続性の担保、という面で

投資家さまからも大変評価されています。

　取締役会における議論の内容も、より大局的に将来を

見据えたものになってきています。現在の取締役会は、ボー

ドメンバー10名のうち６名が社外取締役です。取締役会

議長は社外取締役が務め、指名委員会および報酬委員

会は、社外取締役が委員長を務めています。専門的な知

識・経験と⾼い倫理観を持った社外取締役によって、外

部の視点からの監督・助言が行われることで、社内の論

理に偏ることのない健全かつ透明な経営が担保され、「中

期経営計画」の策定やモニタリングに関しても、活発な

議論が交わされています。

　内部統制システムについては近年、コンプライアンス

体制およびリスクマネジメント体制の強化を図っています。

特にリスクマネジメントについては、これまでインシデント（事

件・事故）リスクへの対応を中心としてきましたが、事業

リスクへの対応を重点的に強化すべく、2021年度からマ

ネジメント体制を整備・拡充しており、コンプライアンス

とインシデントリスクについては、専門部署の強化などの

対応を図っています。

　当社は、企業活動を通じて社会課題解決に貢献し、豊

かな未来と持続可能な社会の実現を⽀えるべく、サステ

ナビリティへの取り組みを進めています。マテリアリティと

して「人・地域をつなぐ」「持続可能な社会・時代をつなぐ」

「従業員満足度の向上」の３つを掲げ、それらを⽀える

グループガバナンスコミュニケーションを土台としながら、

それぞれ SDGsにも紐付けたかたちで、さまざまな取り

組みを展開しています。

　2021年11月には当社初の「サステナビリティレポート」

を発刊、また12月には、当社初めてのサステナビリティ

説明会を開催し、ステークホルダーの皆さまとのあたらし

い対話の場をつくりました。出席は私だけでなく、サステ

ナビリティの取り組みを所管するCAO、また経営の執行

を監督する立場から社外取締役、さらに従業員の立場か

らMD 統括部のマネージャーなどさまざまな登壇者がそ

れぞれの言葉で発信、対話を行いました。初めての取り

組みではありますが、当社のサステナビリティに対するメッ

セージがより透明性⾼く公平公正なものとして伝えられた

のでは、と感じています。

　従業員との関係も、私にとって重要なテーマです。私

が社長就任後、社内では私たちが目指す新たな方向性を

社員一人一人が理解し、意識を共有するためのコミュニ

ケーションシステムづくりを進めています。案件について

私と執行役、案件担当部署の部門長たちと直接検討する

会を週１回以上設け活発な議論を行っています。また課

長相当級以上の社員とも座談会形式で私との対話の時間

を設けており、2021年度に26回、1,660名が参加し、

2022年度も新たなテーマで始めております。さらにそ

れ以外の社員とは執行役が座談会を行うかたちとして約

220回、約4,100名が参加し、経営と従業員との距離を

縮め、経営方針のスムーズな浸透、従業員の声を経営へ

共有する一つの手段としています。経営がここまで従業員

とのコミュニケーションに時間を割いてでも一人一人が自

ら考え、動き、成果を上げる「きっかけ」にしています。

中期経営計画初年度からさまざまな実績があがっている

ことも、その裏付けだと思います。

　最後に私自身の信条として、自らの倫理観と正義感に

のっとり、利害関係などによって偏ることなく、全てのステー

クホルダーの皆さまにバランスの良い経営を行っていく所

存です。そして、全てのステークホルダーの皆さまに当社

のファンになっていただけるよう、情報発信やコミュニケー

ションの在り方、さらなる飛躍に向けたチャレンジの姿勢、

夢をお届けする役割、社会への価値提供などについて、

常に意識しながら事業に取り組み、企業価値の向上を目

指してまいります。

　これからの三越伊勢丹グループの発展にご期待いただき、

引き続きご⽀援を賜りますようお願い申し上げます。

経 営 ガ バ ナンス の 変 ⾰ と
リスクマ ネジメント

豊 か な 未 来と持 続 可 能 な 社 会 の
実 現 に 向 けて
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