
これまでも、そうだった。

恵まれない事業環境、

時代を先どり

変化対応

創造的破壊

イノベーション

競争に打ち勝つ

カード4指標で業界首位

ヒューマニズム

多様な人材

同一労働、同一賃金

さまざまな制約、
逆境、危機

経営理念

私たちは、サービス先端企業として

「顧客満足主義の実践」

「取引先との相互利益の尊重」

「創造的革新の社風創り」の
3点を共通の価値観として浸透させ競争に打ち勝ち
お客様、株主の皆様、そしてすべての取引先の皆様の

期待に添うようにチャレンジを続け、

社会的責任を果たしてまいります。

文化を創造する 生活を創造する

日本初のサインレス決済や永久不滅ポイントなど、
クレジットカード業界で革新的なサービスを開発しました。
30年で何でも変わってしまう変化の激しい時代。
逆に言えば、どこに可能性があるかわかりません。
大きな夢を描いて挑戦していく姿勢が必要です。
イノベーションを継続できない企業は成長力を失い、
やがて衰退していくしかありません。
当社が約3,600万人ものカード会員の皆さまに
ご支持いただけるまでに成長し続けてきたのは、
お客様の利便性を徹底的に追求し、
業界のタブーを打ち破る「イノベーション」を
生み出してきたからです。

「脱大衆文化」を掲げて、小売り、ホテル、リゾート開発で成功。
DCブランドを普及させるなど、新たな消費文化を創造しました。
一方、辻井喬の筆名で、作家、詩人としても活躍しました。

堤 清二 氏
セゾングループ創業者

林野 宏
代表取締役会長 CEO
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そして今、第2の創業へ

総合生活サービス
企業グループへの転換

Digital

Global

Innovative

コロナ禍で社会全体が大きな打撃を受ける中、
経営視点から俯瞰してみた時、逆に大きく変化
するチャンスであると考えます。現状のやり方
や考え方がすべて過去のものとなり、変革でき
ない組織は衰退を余儀なくされるスピードが
速まりました。大変な今だからこそ、仕掛ける側
にまわり早期に攻めの経営に転じていきます。
ロールモデルがひとつしかない会社は、やはり
経営基盤がぜい弱です。当社の現状を打破す
べく、ロールモデルの多様化を実現するため、
ペイメント事業を中心とした企業体からグルー
プ全体の総力を結集して「総合生活サービス企
業グループへの転換」を図っていきます。

水野 克己

代表取締役（兼）社長執行役員COO
広報室、ブランディング戦略部、
ペイメント事業部、営業推進事業部 管掌
（兼）ペイメント事業部長

小野 和俊

取締役（兼）専務執行役員 CTO（兼）CIO
デジタルイノベーション事業部 管掌
（兼）IT戦略部、戦略企画部 担当
（兼）IT戦略部長、テクノロジーセンター長

森 航介

専務執行役員
グローバル事業部 管掌
（兼）グローバル事業部長
（兼）グローバル事業部（インド担当）部長
（兼）Credit Saison Asia Pacific Pte. Ltd. 出向

当社の強みである「リアル」を大切にしながら、
「デジタル化」の推進による
お客様に寄り添ったサービスで、
カスタマーサクセスを実現します。

「ファイナンシャル・インクルージョン」をテーマに、
東南・南アジアからグローバルへと
事業展開を加速していきます。

未来を創造する
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イノベーションによって新たな価値の創造へ

当社のコーポレートカラーについて

「生活する人びとの幸福、希望」を象徴

セゾンブルー

セゾングリーン

「信頼、やすらぎ、文化性、先進性」を象徴

Neo Finance
Company in Asia

ロゴに秘めた思い
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当社では、お客様、株主·投資家をはじめとする幅広いステークホルダーの皆さまに、正確、迅速かつ公平な情報開示に努めています。「Credit Saison Integrated Report 2021」
は、中長期的な価値創造についてよりいっそうの理解を深めていただくことを目的に、当社の財務情報に加え、環境·社会·ガバナンスなどの非財務情報も合わせて掲載し、ステーク
ホルダーの皆さまに、当社の持続的な成長をご理解いただくことを主眼に編集しています。

編集方針

本報告書にある将来の業績予想·事業環境予測などに関する記述は、記述した時点で当社が入手できた財務情報に基づいたものであり、これらの予想·予測には不確実な要素が含
まれています。また、これらの予想·予測を覆す潜在的なリスクが顕在化する可能性もあります。従って、将来の実際の業績·事業環境などは、本報告書に記載した予想·予測とは異
なったものとなる可能性があることをご承知おきください。

見通しに関する注意事項

2020年度（2020年4月1日～2021年3月31日）について報告していますが、一部2021年度の活動についても掲載しています。報告対象期間
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ペイメント事業への転換

ファイナンス事業の本格化

グローバル事業の加速

デジタル化の加速

クレディセゾンは、月賦百貨店として創業したのち、時代の変化に合わせてさまざまなサービスを提供し、事業を拡大してきました。

1951年
㈱緑屋として
会社設立

2009年
フラット35事業参入

2013年
セゾンの資産形成ローン取り扱い開始

2016年
永久不滅ポイントで
投資を体験できる
ポイント運用サービスを
開始

2014年
グローバル事業本格化
シンガポール拠点始動

2021年
CSDX戦略発表

総合生活サービス
企業グループへの転換に向けて、

WEBサイト「セゾンのくらし大研究」を
リリース

2002年
永久不滅ポイント開始

1990年
日本初サインレス決済開始1985年

信用保証事業開始

1997年
セゾン・アメリカン・エキスプレス®・カード発行

2017年
社員区分を撤廃
全員を無期雇用に
全社員共通人事制度を
導入

1982年
年会費無料 西武カード発行
即与信、即発行の開始

セゾンカードカウンターの
全国展開開始

リース事業開始

1951 1980 1990 2000 2010 2020

0

1,000

2,000

3,000

4,000
（億円）

営業収益

※ 「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。
 (株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。

変革と挑戦のあゆみ 文化を創造
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変革と挑戦のあゆみ

1951年5月、商品を月賦で販売する月
賦百貨店㈱緑屋として設立しました。70
年代の経営悪化により西武流通グループ
（後にセゾングループ）に入り、クレジッ
トカード会社への業態転換を経て、1980
年に㈱西武クレジット、1989年に㈱クレ
ディセゾンに社名を変更してからは、業
界のタブーを打ち破る即与信、即発行、サ
インレス決済、永久不滅ポイントなど、顧
客本位のサービスを次々にリリースし、
2002年に年間カード発行枚数、総会員
数、年間カード稼動枚数、年間カード取扱
高など4指標で業界首位を達成しました。

クレジットカード業界の再編活発化に
伴い、2002年以降、戦略的提携を積極
化、カード開拓・利用活性両面からマー
ケティングを強化するとともに、カードの
付加価値を向上させる取り組みを推進
しました。2006年にはユーシーカード㈱
（UC会員事業会社）と合併。カード事業
で培った経営資源を最大限活用し、リー
ス、信用保証、ファイナンス関連など各事
業を強化したほか、業界初のカードプロ
セシング会社を設立するなど、新たな収
益源としてフィービジネスの拡大に取り
組みました。

キャッシュレス決済市場におけるNo.1
カンパニーを目指し、独自の商品・サービ
スや提携パートナーとのコラボレーショ
ン経営を推進しています。同時にグロー
バル事業を将来の収益基盤として位置
付け、ASEANを中心として各国に即した
金融ビジネスに参入しています。さらに
これらの商品・サービスを武器に、法人・
個人を顧客化する複合営業体制を確立。
変化に対応できるノンバンクとして、企業
における各種決済や資金ニーズを取り込
み、国内・アジアのあらゆる個人・法人の
キャッシュレス機能を提供するビジネス
モデルへ転換しています。

Neo Finance Company in Asiaを経
営ビジョンとする中期経営計画を推進。
個人と法人のライフサイクルをカバーす
るソリューションを展開することで、お客
様と50年間を共に歩むファイナンスカン
パニーに挑戦しています。 .ペイメント事
業の成長戦略と構造改革、 .ノンバンクと
してファイナンス事業のさらなる拡大、
.将来を見据えたグローバル事業の収益
基盤拡大で、総合ノンバンクとしての持続
的な成長に取り組んでいます。

時代背景

高度経済成長期からバブル景気へ バブル崩壊・平成不況 世界金融危機 アベノミクス 東京五輪 

創業～2000年代初頭 2014年～

事業拡大期 事業構造の転換 グローバル事業の本格化 サービス先端企業への先鋭化
会員基盤を確立 新たな収益源としてフィービジネスを拡大 新たなビジネスモデルへの転換 新たな価値創造への挑戦

2000年代初頭～ 2019年～
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