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コンプ ライアンス・リスクマ ネジメント 推 進 体 制

三越伊勢丹グループでは、内部統制システム構築の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。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。

リスクが多様化する事業環境において、将来にわたり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

心・安全を最優先にリスクを明確化し、コンプライアンス・リスクマネジメント推進体制のさらなる強化を図っています。

◆コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議

リスクマネジメント基本規程において、リスクマネジメントの体制および「平常時のリスク管理」と「緊急事態発生時の対応」に

関する基本事項を定めています。

その実践のための最高機関として、三越伊勢丹グループ CEOを議長とする「コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議」

を設置し、定期的に開催する同会議を基点に、リスクマネジメントの PDCAサイクルを構築しています。

推進会議の中では「重点リスク」の選定や見直しを行い、リスク発生の未然防止と発生時の対応方針を確認し、グループ全体

で周知徹底を図っています。

◆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

コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議で選定した重点リスクについて、より具体的な対策の立案と推進、検証の

PDCAサイクルを回すために、次の４つの部会を通して、実効性ある未然防止対策を講じています。

リスクマネジメント体制

1. リスク対策部会

自然災害・火災をはじめとするさまざまなリスクの低減、未然

防止につなげるための対策の策定や BCP に基づいた訓練およ

び点検を実施することで、リスク対策の実効性の向上に取り組

んでいます。

2. コンプライアンス推進部会

時代に即応した倫理観と急速な環境変化に正しく対応するため、

経営層が認識すべき法令知識・行政動向などの理解促進と公正

取引順守実務の連動を図り、 企業文化としてのコンプライアンス

マインドの醸成に取り組んでいます。

3. サイバーリスク対策プロジェクト

セキュリティ動向を常に把握し、グループセキュリティの技術的

な最適化を図るとともに、日々のモニタリング体制を整備し、未

然防止や迅速なインシデント対応、従業員教育に取り組んでい

ます。

4. コロナ対策本部会議

お客さまと従業員の安全・安心を最優先に考え、グループ共通

の方針や対策を決定しています。感染防止対策を徹底した安全

な営業体制の継続とあたらしい働き方の両立について取り組ん

でいます。
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◆リスクに対する３線ディフェンスと５つのレイヤー管理

当社グループにおけるリスクマネジメント体制は３つのディフェンスラインと５つのレイヤーで管理されています。各グループ

会社を第１線、HDSリスク管理部門を第２線、HDS 内部監査室を第３線とする３つのディフェンスラインに加えて、現行の組

織においてリスク管理を行う５つのレイヤー（1グループ事業会社現業部門 2グループ事業会社管理部門 3HDS 各統括部門 

4HDSリスクマネジメント室 5HDS 内部監査室）がリスクマネジメントにおいて担う役割を明確化することで、より実効性の高

いリスク管理体制の構築を図っています。

リスクマ ネジメント 体 制

◆リスクマネジメントの PDCA サイクル

コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議

にて策定されたリスクマネジメントの方針をもとに、

４つの部会を通じた対応策の策定と徹底、グループ

各社における訓練や自主点検を通し、リスク発生の

未然防止と発生時の対応の実効性の向上を図ってお

ります。

そして、実際のリスク発生時の報告の徹底および

内容の共有を図るとともに、グループ各社における

リスク対策の取り組み状況の確認により抽出された

課題や日々の外部環境の変化に起因する新たなリス

クに関する分析を行い、問題点の是正や対策の強化

に結びつけております。

Plan

Check

Act Do

内部監査

推進会議 リスク４部会

■モニタリング・報告
■課題の抽出

■監査活動

■問題点の
　是正

■リスクマネジメント
　の実践
 （自主点検活動など）

■重点リスク対応策の
　策定と周知徹底

■リスク一覧作成
■リスクマップ策定
■重点リスク選定
■リスク対応方針・計画
　の策定

※「HDS」は「ホールディングス」を表しています。
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◆コンプライアンス推進部会

「コンプライアンス推進部会」は経営層を対象とし、実務者対象の会議体と区分した会議体として、法令・倫理・社会規範やソフトロー

にまで幅を広げ、取り組みを進めております。

一方で、実務者対象の会議体では、個人情報管理・食品衛生事故防止と、「営業上のコンプライアンスの具体的項目」として

の独禁法（カルテル談合）・下請法・景品表示法を取り上げ、実務チェック・予防の実践的活動を行っており、コンプライアンス

推進部会においてその活動状況も共有しています。

◆ステークホルダーに対するコンプライアンス強化ポイント

コンプ ライアンス 体 制

◆コンプライアンスに関する考え方

三越伊勢丹グループは、グループで働く従業員が、法令をはじめ倫理や社会規範などを順守していくために、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することが重要であると考えています。

そのために、役員および従業員の行動規範とする、「三越伊勢丹グループ企業倫理行動基準」を制定し、全社に浸透を図るとともに、

コンプライアンス体制の維持向上に取り組み、社会的信頼の確保を行っています。また、お客さま・お取組先や従業員との関係

性において順守すべき法令や倫理行動の指針をまとめた「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掲示し、日々

の業務における法令順守の周知徹底を図っています。

■個人情報保護法
■景品表示法   など

■大店立地法、食品衛生法
■環境関連法   など

■独占禁止法、下請法
■商標法   など

■会社法
■インサイダー取引規制法   など

法令・倫理・社会規範順守

「三越伊勢丹グループ企業倫理行動基準」 
「コンプライアンス・ガイドブック」

株主さま

お取組先

お客さま

地域社会

三越伊勢丹
グループ

■労働法
■労働施策総合推進法
   （ハラスメント防止対策）  など

従業員

コンプライアンス推進部会 サイバーリスク対策プロジェクト コロナ対策本部会議リスク対策部会

コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議

部会の目的

運用が行政機関に委ねられている法分野（独禁法や個人情報保護法）について
経済情勢や社会的要請の変遷も踏まえた情報・事例共有を行う。

IT 革新などによりビジネスが先行し法整備未了の分野について中期経営計画に
則した情報・事例共有を行う。

実務者対象会議体における実践項目・課題について共有を行う。

外部環境、事業特性、事業戦略を考慮し、網羅的にリスクを認識し５つのカテゴリー（❶災害・外部リスク、❷経営戦略リスク、❸財
務リスク、❹人事・労務リスク、❺オペレーショナルリスク）に整理しています。
さらに事業への影響度や発生頻度をもとにマッピングを行い、重点的に取り組むリスクを選定しています。

◆リスクの捉え方

事業を取り巻くリスクを幅広く認識し、その中から特に対策を強化すべきリスクを選定しています。

リスクの一例 リスクマップ

区分 リスク項目

❶災害・外部
リスク

■自然災害・火災
■感染症
■情報セキュリティ

❷経営戦略リスク
■デジタル社会への対応
■サステナビリティ経営の推進
■ビジネスモデルの変化への対応

❸財務リスク
■企業（被）買収　　　
■資金調達
■為替変動

❹人事・労務
リスク

■人材獲得競争の激化
■人権侵害・差別行為
■ダイバーシティ＆インクルージョンの推進

❺オペレーショナル
リスク

■商品取引上のリスク
■個人情報漏洩
■食品衛生事故 小

大

発
生
時
の
影
響

発生頻度 大

High

Middle

Low

1 2 3

重点リスク

　今日、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化、世界情勢の不安定化、相次ぐ天候不順による災害

や地震など、外部環境が大きく変化するなか、事業を取り巻くリスクはますます多様化・複雑化しています。

　当社は創業以来の長い歴史の中で幾度となく困難や危機に直面していますが、常にお客さま・お取組先・

従業員の安全・安心を最優先としながら乗り越えてきました。

　今後もリスクの分析や評価を幅広く行い、事前の準備と適切なマネジメントに

よりリスクの低減を図り、企業価値の向上につなげてまいります。

❶お客さま： 
　個人情報保護の取り組み

当社グループでは、お客さまからお預かりする個人情報を適切に管理し、正しく利用するために「プ

ライバシーポリシー」を制定・公開し、お客さまの信頼とご期待にお応えしています。

また上記に基づく「個人情報取扱規程」を定め、適切な利用と厳重な保護管理を行っております。

❷株主さま： 
　IRポリシーの制定

当社グループでは、IR 活動（株主さま・投資家さまへの広報活動）において、株主さま・投資家さ

まの信頼と共感を得られる企業を目指し「IRポリシー」を制定・公開し、公平な情報開示やコミュニケー

ションの充実を図っております。

❸地域社会： 
　反社会的勢力対応

当社グループでは、「内部統制システム構築の基本方針」および「三越伊勢丹グループ調達方針」に

おいて反社会的勢力との関係遮断、不当要求の拒絶、被害の防止を掲げております。

❹お取組先： 
　公正取引を推進するための
　体制構築と運用

当社グループでは、「公正取引に関する指針」を定め、公正かつ自由な競争を堅持し、広く社会に貢

献し続ける企業であるため、不当な取引制限などを排除するための体制構築と厳格な運用を推進し

ております。

❺従業員： 
　内部通報窓口の設置と運営

当社グループでは、グループ内で不当行為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「グループホットライン規程」を定めています。それに基づく「グループホットライン」を設置、

通報者保護の観点から社外専門会社・弁護士事務所が通報を受ける体制を整えております。

執行役常務
CAO 兼 CRO 兼 CHRO

田口  裕基

CRO メッセージ
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