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生活を創造

若手にチャンスを与え、
イノベーションを絶えず
生み出し続ける

代表取締役会長CEO

林野 宏
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はじめに

年までの間、西武百貨店を日本一の百貨店に成長させた堤清

ち受けているのは、
目の前にある好機と勝機を取り逃がすこと

二氏の経営をずっとそばで見てきました。
今でも忘れられない

による、競争における敗北です。競争に勝つことは、企業の本

のは、入社数年経った頃に、堤氏が幹部集会で幾度となく話し

質ですから、
決して敗北するわけにはいきません。

新型コロナウイルス感染症のデルタ株によるパンデミック

ていた内容です。太陽のごとく圧倒的なエネルギーを放つ堤

は日本では急速に終焉を迎えているといってよいでしょう。

氏の口から出てくる言葉は、経営思想としての
「顧客最優先」、

主義」へと考え方がシフトしつつあります。誰のためにどのよ

2020年私は、
コロナ禍が社会にもたらしたこの非常に大きな

組織理念としての
「経営共和主義」、組織風土としての
「ヒュー

うな競争をするのか、競争の本質が変わってきています。経

インパクトは、企業にとって、
イノベーションが起きる絶好の

マニズム」。
そして
「男女平等」
「学歴無用」
「能力主義」
「年功序

済的利益を追求すると、社会においては企業が一番大きな存

チャンスにもなると申し上げました。
ウィズコロナ時代を1年

列は行わない」
というフィロソフィーでした。当時の時代背景

在だと思いたくなるかもしれません。
しかし、教育機関、地方

以上経た今も、私は、社会がパンデミックに後押しされる形で

を知る方なら、堤氏の話す内容が、
どれだけ先進的で鮮烈な

自治体など、社会を構成する組織は企業以外にも多くあり、
そ

2020年を起点に完全に変わっていく大きなチャンスにあると

印象を私に与えたかご想像いただけるでしょう。池袋という、

の中で企業はなんら特別な存在ではないということを忘れて

捉えています。
もちろん、
こうした大きな変化に際してはピン

百貨店としては不利な立地でスタートしながら、その逆境を

はなりません。
それぞれの組織が社会を構成する一部として、

チの局面も多々あります。
しかし、
それ以上に大きい好機と勝

武器に、
その後、
「文化」
を核にさまざまな革新を起こし、池袋

他の組織と平等に責任と義務を果たしていかなければならな

機をいかにつかみ取るか。
当社にとって、
これからが、第2創業

の地に新たな「文化」を創り、世の中を大きく変えていった堤

い。その考え方に基づけば、企業が株主のために利益を上げ

期のスタートだという気持ちです。

氏は、
「創造的破壊」
という言葉が生まれる前から、
自らそれを

ることを最優先に据え、
その利益競争に勝って株主・投資家に

実践している経営者でした。私は、
その堤氏の経営スタイルか

だけ喜ばれれば良しとするのが間違い

ら多くのことを学び、経営者として、当社がクレジットカード

であることは自明です。

成長の源泉はイノベーション創出力

業界で創造的破壊を繰り返しながら成長できるよう、道を切
り拓いてきました。

当社の成長は、顧客の
これまでの第1創業期を振り返ると、
利便性向上に資するイノベーションを常に生み出してきたこ
とによるところが大きいと思います。
「即与信、即発行、即使用
可能」
「年会費無料」のクレジットカードで、
ショッピングの中
核をなす女性を中心とする多くのカード会員を集め、その後

企業は社会の一構成員、
危機感を持ち続けることの大切さ

も、
「永久不滅ポイント」
「サインレス」など、数々の新しい施策

第2創業期においても、
当社は、
引き続きイノベーションを生

を打ち出してはお客様からのご支持を得てきました。業界のタ

み出す力を武器に成長を果たしていかなければなりません。
そ

ブーを打ち破ることも恐れずに、
こうしたイノベーションを生

のためには過去の数々の成功体験にとらわれず、危機感を持

み出す力は、今日に至っても当社の大きな強みです。

ち続けることです。
危機感の欠如は企業にとって大切な競争心

当社に転任する1982
私は1965年に西武百貨店に入社し、

を弱め、
イノベーションを起こす力を失わせます。
その先に待
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グローバルに
「株主資本主義」
から
「ステークホルダー資本
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お客様がいてお取引先があって社員がいる。
そうしたステー

コロナ禍では、百貨店などのリアルの場が苦戦する一方

て積極的に中途採用し、生え抜きの人材とミックスすれば、
イ

クホルダーに対して価値を創出するイノベーションを起こし、

バーチャル領域へのシフトが加速し
で、ECやデリバリーなど、

ノベーションを起こしやすい組織を持続できる。
そのような形

社会への貢献を果たしていく。
そしてその結果として、
株主の利

ました。ECは今後もさらに伸び、個人消費全体の20％を占め

でダイバーシティを具現化しています。

益にもつながる。
これが企業のあるべき姿だと考え、
当社は経

るくらいにまで拡大するとも言われています。
しかし見方を変

「CSDX戦略」
を策定しま
デジタルに関しては2021年9月に

営理念に
「サービス先端企業として
『顧客満足主義の実践』
『取

えれば、残り80％はやはりリアルが占めるということです。人

デジタル技術の活用でビジネスを
した。小野和俊CTOのもと、

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

はバーチャルだけで消費をしていくのは楽しくないのでしょ

変革・転換し、
お客様・社員の期待を超える感動体験を提供す

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

う。
当社は、提携した大型リテールや銀行などのハウスカード

ることで、
デジタル時代を先導する企業を目指します。
また低成

の皆さま、
そしてすべての取引先の皆さまの期待に添うように

を中心に会員数を伸ばし、競争に打ち勝ってきましたから、
リ

長が続く日本からグローバルに視野を向け、
国民の平均年齢も

チャレンジを続け、
社会的責任を果たす」
と謳っているのです。

アルとバーチャルで言うと、現時点ではリアル領域が得意分

若く成長ポテンシャルの高い東南アジアをはじめとするグロー

野です。
しかし今後は、
これまで以上にバーチャルを強化し

バルマーケットでの展開にも力を入れていきます。
こちらはシン

て、
クレディセゾングループ経済圏をさらに拡大させたいと考

ガポールをベースにグローバル事業全体を管掌する森航介

えています。

専務執行役員のリーダーシップのもとで注力していきます。

「総合生活サービス企業グループへの転換」
へ向けて
これから迎える第2創業期では、
「総合生活サービス企業グ
ループへの転換〜リアルとデジタルの融合でカスタマーサク

低成長期時代は、戦略さえ正しければ成長が望めた高度経
済成長期とは異なり、戦略の正しさに加えてそれを実行して

若手がリードする3つの基本コンセプト

いくリーダーの人事が極めて重要なカギを握ります。デジタ
ル、
グローバルをリードするのは40 代前半の若い力ですが、

セスを実現」
することを新たなビジョンに掲げています。生活

第2創業期のビジョンを実現するうえで重要になってくるの

年齢に加え、勤続年数にもこだわらない能力主義を徹底する

のあらゆる困りごとに対して、
グループ全体で、
どこよりも親

「Digital」
「Global」の3つの基本コンセプト
が「Innovative」

ことで、
ダイバーシティを拡充しています。特に中途採用人材

切に、適切にそして素早く対応し、
お客様の満足度を上げてい

です。今やイノベーションは、社員、
お取引先、
お客様のどこか

は、
いつ辞められてしまうかわからないという危機感を経営陣

く。
これが私たちの目指す総合生活サービス企業グループの

ら生まれてくるかわかりません。
ですから、なるべく広い範囲

に抱かせる点でも効能があります。危機感が、競争力を強めイ

姿です。

からアイデアや意見、
データを集め、
それらをもとに経営判断

ノベーションを生み出す要素だからです。

をしていくことが求められます。
つまりは「全員参加」
です。加
えて、
その「全員」が多様性に富んでいること。
このダイバーシ
ティが、企業の死命を制すると言っても良いほど重要です。例
えば、定期採用で入社した人材は、社内で育成され会社に対

インキュベーションで人材育成と経済圏の
拡大を図る

する高いロイヤリティが芽生えますが、
ひとつの組織にのみ所
属し続けると、
なかなかそこから異端児は輩出されにくいもの

グループ経済圏の拡大に向けては、
インキュベーションが

です。そこで、当社の外で経験を積んだ人材も、新しい風とし

キーワードです。将来的には100社を超える会社をつくり、公
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募制で自ら手を挙げた若手にどんどん任せていきます。
ゼロか

規事業ならではの面白い展開が生まれつつあります。新規事

らの事業立ち上げは難しくても、
当社グループ内の関係会社や

業の成功確率は決して高くありません。
ですから、失敗しても

グローバルに若
合弁会社、
提携やM&Aで生まれる新会社など、

良い。撤退の決断さえしっかりできれば、試行錯誤を繰り返し

手人材の育成と経済圏の拡大を図っていきます。
仕事内容や仕

ながらさまざまな可能性にチャレンジできる。
そのような会社

事をする場所など、
そうしたものすべてを自分の意思で選択で

として、
あらゆる生活産業を周辺に置き、総合生活サービス企

き自分の人生を設計できる、
そういうことを後押しする会社で

業グループとして経済圏を確立していきたいと思います。
そう

ありたい。
一人ひとりが一度きりの人生を歩むうえで、
もう少し

した経済圏が確立したその暁には、
「クレディセゾングループ」

許される範囲内で冒険してみたいという価値観を育てていきた

という名称から
「クレディ」
の部分を取り外してもよいかもしれ

重要だと感じます。今、世界で起きているさまざまな事象につ

い。
これも、
インキュベーションの狙いです。

「セゾ
ません。
堤氏が一度は創り上げたものの10年で崩壊した

いて、溢れる情報に流されるのではなく、
その本質的な部分に

振り返れば私自身も、月賦販売の小売業「緑屋」
をクレジッ

ングループ」
を再興するのです。
当社は、
セゾングループに対し

目を向ける。
自ら赴いて現地の文化風習を理解・体感・体験し、

トカード会社へと転換させるべく、休みを返上して、新生クレ

て金融商品を提供していく、
セゾングループの中核会社となり

それに相応しい形を模索して前へ突き進む。そのような道を

ディセゾンに向けた構想を考えては書き出す日々を送ってい

ます。私には、堤氏の抱いた最後の理想形を創ることで、彼が

進んでもらいたいと思います。

ました。何かに夢中になっている時に発揮する
「夢中力」
は、
ク

実現できなかったことをやり遂げてみたい、
という気持ちがあ

将棋の藤井聡太棋聖の名
私は2020年度の統合レポートで、

リエイティビティを生み出し、
それがひいてはイノベーション

るのかもしれません。
そしてお客様から、
「生活上の困りごとが

を挙げて、
若い世代が持つ限りない可能性に大きな感動を覚え

を起こし、人そのものも進化させるのではないでしょうか。仕

あったら、
セゾンのサイトに行けばなんとかなる」。
そのような

ていると申し上げました。
藤井氏はこの1年で棋聖に続き王位、

事であっても学習であっても遊びであっても同じです。
「夢中

5年後、10年後の未来に、
支持を得られるグループになりたい。

叡王を獲得した史上最年少の三冠に輝きました。
海外に目を向

力」
の源泉は、
いろいろなものに興味・関心をもつ好奇心です。

そうした姿を実現するために、
まず本年9月に立ち上げたポー

けても野球の大谷翔平選手が米国で目覚ましい大活躍をして

ひとたび夢中になると、
「学ぶ」
ことと
「働く」
ことと
「遊ぶ」
こと

タルサイトをベースに次々と改良を積み重ねていきます。

います。
ビジネスでは、
棋士やアスリートのように可視化された

が融合し、
ニアリーイコールになる。
そうすると、人生は充実す

記録はなかなか示しにくいものです。
しかし当社では、
若い人材

る。私は、
自ら手を挙げて応募してくる若い人材に、
このような

にチャレンジする機会を与え続け、
ビジネス界での藤井聡太氏・

「夢中力」
を発揮してもらいたいと願っています。

2021年4月に社名変更により誕生した、
新規事業の中には、
ハウスクリーニングから建物管理サービス、
そして感染症対策

自らの目で本質を見抜ける人材を
輩出していく

大谷翔平氏を輩出していきたいと思っています。
グローバル社会は、
人権、
格差、
環境といった3つの大きな課
題の解決が迫られていますが、
こうした問題が生じた背景に

まで、住まいの困りごとを解決する㈱くらしのセゾンがありま

最近ずっと目が離せないのが、米中対立などの国際政治動

は、
民主主義国家や資本主義経済がどこかで歪んでしまったか

す。
また、
セゾンに馴染みのある世代のシニア層の困りごとに

向です。
グローバルは、第2創業期のビジョン実現に向けた基

らでしょう。
常に本質を問い、
歪んだ価値観を是正し、
正しい価

アプローチする、2019年に出資した脳健康診断テスト事業を

本コンセプトのひとつですが、今後若い世代がどんどんとグ

当社はそうした道
値観を共有し続ける。
第2創業期のその先も、

行う㈱脳活性総合研究所もあります。
この事業はコロナ禍の

ローバルで活躍していくためには、経済のみならず、政治や文

を歩み続けていく会社であり続けたいと思います。

中でも思わぬ海外企業から提携への関心をいただくなど、新

化、思想、宗教など、各国現地への理解を深めることが非常に
10
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生活を創造

リアルの強みを活かした
デジタル化を推進
フラットな組織で
へ
「サービス先端企業2.0」

代表取締役（兼）社長執行役員COO

水野 克己
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Q

2021年3月に社長執行役員COOに就任されました。

まずは就任にあたっての抱負を聞かせてください。

クレディセゾンと聞くと、世間一般的にはカード会社という
イメージが強いかと思います。実際、
当社のペイメント事業に

当社の強みにさらなる磨きをかけつつ、第 2 創業期ではデジ

ければならないという点で、
人流に左右されやすい点が今のビ

タルをベースにさまざまな新しいサービスを構築していきま

ジネスモデルの弱点であると認識しています。
その一方で、営

す。
そして将来、
「クレディセゾンは昔、
カード会社だったんだ

業関連費用が削減されたことに加え、消費が抑制された分、
回

ね」
と言われるように、
この5 年、10 年で大きく当社を変革さ

収が進み、
キャッシングやリボ払いでの貸倒コストが減少しま

せていきます。

した。将来の貸倒増加に備えて特別引当金を計上しましたが、

は30年以上の歴史がありますが、何十年も同じビジネスモデ
ルが通用することはありません。
当社が経営理念に
「サービス
先端企業」
と掲げた2000 年から20 年が経ち、今の当社には

2020年度全体では減収増益となりました。今後は、欧米の動

Q

当社を取り巻く業界環境を
どのように見ていますか。

デジタル化、そしてグローバル化という二つの新しい波が生
まれています。
お客様の生活を見ても、手元にはスマートフォ

向などからも、
ワクチン接種が進んで行動制限がある程度緩和
されていくと消費にも火がつくと見ており、反動消費も起きて
くる可能性は高いと期待しています。

コロナ禍でキャッシュレス決済の動きが加速しています。

グローバルでは、
当社の主力を担うインド、
インドネシア、
ベ

ンがあり、
スマートフォンを通じてさまざまなサービスが受け

従来からのクレジットカード会社に加え、QRコード決済や電

トナムの3ヵ国における事業が、時期をずらしながらも新型コ

られるように変化しています。
また、2020 年度以来のパンデ

子マネー決済事業者、
さらに最近では後払い決済事業者も現

ロナウイルス感染症第4波の影響を大きく受けました。第4波

ミックによって、社会全体のデジタル化へ向けた動きがより

れるなど、業界内は群雄割拠の状況です。
しかし、取扱高の規

の影響を先行して受けたインドはすでに落ち着きを取り戻し

いっそう加速しています。

模で見れば、国内取扱高約 60 兆円のクレジットカードは、他

つつあり、新型コロナウィルス感染症第５波という先行きの不

このような、社会においても当社においても大きな変革の

のキャッシュレス決済とは圧倒的な開きを保っています。例

安はあるものの、事業環境が好転すれば、確実にグローバル

最中にあるタイミングで、社長の職を拝命しました。私は、
こ

えば QRコード決済にしてもその国内取扱高規模は4 兆円と

事業を拡大していけるものと考えています。

ビジネスモデルをはじめと
れからが当社の第2創業期と捉え、

言われていますが、決済の裏側を見れば、銀行口座と並んで

コロナ禍では、お客様側においてもデジタル活用に対する

する会社のあり方自体を、
すべて変えていくことにチャレンジ

約半分くらいがクレジットカードに紐づいています。
その意味

価値観が大きく変わりました。
こうした変化が当社のデジタル

したいと思っています。言うなれば、
「サービス先端企業2.0」

では、当社が意識するコンペティターは従前と大きく変わっ

化を加速させるのはもちろんですが、同時に機敏に市場変化

です。デジタルリテラシーの高いシニア層も増えつつある中

ていません。

に対応すべく、営業体制の見直しも図りました。SME（中小企
業）
などをターゲットとした法人営業の強化に向け、支社の統

で、
ヒューマンタッチでハートフルなサービスを提供してきた

Q

2020年度の振り返りを聞かせてください。

廃合を進め、従来の支社管轄での組織体制を、東日本・西日
本・九州と全国を3つに分けた全国ネットワーク型の体制に変
更しました。
これにより、社員に対して勤務体系や事務所に縛

2020年度はコロナ禍の度重なる緊急事態宣言の発令など、

られない働き方を推進しやすくなったほか、それぞれの地域

予測の立てにくい一年でした。
そのような中で、
当社において

に根差した営業拠点を全国に増やしながらも、横連携でのコ

は、特にペイメント事業が大きく影響を受けてトップラインが

ミュニケーションを図って効率的に営業活動を行える体制が

減少しました。
ペイメント事業の好転には人流の回復を待たな

確立できました。
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Q

2021年度における経営改革と戦略について
聞かせてください。

サービスのさらなる進化を図ります。前述のショップチャンネ
ルもその一例ですが、デジタルを軸にイノベーティブなサー

Q

グローバル戦略についてはいかがですか。

ビスを次々と生み出し、既存のイシュアとの提携カードも含

2021年度は、第2創業期として「総合生活サービス企業グ

め、デジタルカードへのシフトを促進していきます。そしてイ

グローバルでは、
シンガポールを統括拠点として、
インド、
イ

ループへの転換〜リアルとデジタルの融合でカスタマーサ

ノベーティブな新サービスでお客様の感動体験を創出しなが

ンドネシア、
フィリピン、
ベトナム、
タイなど、東南アジアを中心

クセスを実現」をビジョンに謳った経営改革を進めていきま

ら、
デジタルを活用した業務効率化で社員の感動体験も生み

それぞ
に8ヵ国に進出しています。進出形態、展開する事業も、

す。
デジタルについては、SAISON CARD Digitalを軸にチャ

出していきます。

れの市場ごとにファイナンシャル・インクルージョンなども含

ネルの融合を図ります。2021 年 8月にはテレビショッピング
を手がけるジュピターショップチャンネル㈱（以下、
ショップ
チャンネル）
と提携しましたが、テレビメディアという新たな

めて検討したうえで、最もビジネスとして成り立ちやすい事業

Q

デジタル戦略について、概略を教えてください。

「場」
でのショッピングにおいて、デジタルを活用して、
よりス

2021年9月にCSDX戦略を公表しました。システムの内製

ます。
リアルについては、
お客様の感動体験を最大化すること

化によりお客様体験、社員体験の双方の向上を図っていきま

ができるタッチポイントにおいて、
当社が自信をもつヒューマ

す。具体的には、金融サービス事業者として失敗が許されない

ンタッチの接遇サービスをデジタルと融合させることで、顧客

領域に適した安定性を確保しつつ、時代の変化に素早く対応

利便性のさらなる向上、
つまりカスタマーサクセスを実現して

するスピードも重視した開発を並走させていきます。内製化

いきます。

の目的のひとつは、社内デジタル人材の育成です。2018年に
ローンチした基幹システムを再構築する過程で、すでに150

ビジョン実現に向けては
「Innovative「
」Digital」
「Global」
の3つを基本コンセプトに掲げています。
イノベーティブ戦略について
そのポイントを教えてください。

名ほどのデジタル人材を擁するまでに拡充してきましたが、
こ
れを2024年度には1,000名体制にしていきたいと思います。
当社ではデジタル人材を、デジタル技術やデータに関する知
トップレイ
識・スキルに応じて3階層に分けて定義しています。
ヤーに位置するコアデジタル人材も含め、社外人材だけでな

イノベーティブ戦略の主軸はペイメント事業です。
これま

事業はダイバーシティの塊そのものです。
例えばインドでは、学校の校舎建設や民族衣装サリーを製

ピーディな決済を実現しながら、
サービスの質の進化を図り

Q

から参入しています。人員構成も多国籍ですから、
グローバル

く、社内公募も活用しながら人材を育成していきます。
すでに

でペイメント事業では、
「即与信・即発行」
や
「永久不滅ポイン

ハードな研修プログラムを乗り越え、
社内公募の第1期生は、

ト」など、業界の常識を打ち破るさまざまな革新をもたらし

9月に稼働を開始した仕組みのつくり込みに成功しています。

てきました。業法改正などの影響を受けた時期もありました

よい循環がで
第2期の公募も100名近い応募者を集めており、

が、基幹システムの再構築も終わり、今後デジタルを活用して

きていると手ごたえを感じています。
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作する織り機などに必要な少額の資金ニーズに対して、当社

COOメッセージ

がバックファイナンスを手がけています。
４億人の就学人口

出していく予定です。種を蒔かなければ何も生まれません。枯

を抱え校舎が不足しているインドでは、多くの子どもたちが

れてしまうものがあっても、蒔いた種の中から大輪の花を咲か

ブロックを積んだ小屋を教室代わりに使用していますが、約

せる事業が少しでも育てばと思っています。失敗を恐れずに

70 万円相当の校舎建設費用について、銀行の融資が受けら

チャレンジをしていく、
この企業文化を今後も大切にしたいと

れない現状があります。
サリーを織るのに必要な約40万円相

思っています。

当の新品織り機も同様です。現地にいる当社の社員が、各地

グローバルで見た時に特にアジ
そして5年後、10年後には、

でこうした社会課題解決の糸口になり得る資金ニーズを見つ

アにおいて存在感のあるファイナンスカンパニーになってい

け、現地の人々に資するスキームを考え、前に進めています。

たいと思います。事業ポートフォリオも、理想形としては、
ペイ

過去には海外でいくつか失敗も経験していますが、多少の失

メント、
ファイナンス、
グローバルそれぞれで3割、残り1割は、

敗を許容することはとても重要です。失敗をどう次につなげ

今種を蒔いているネクストビジネスから芽が出ているとよいと

ビリティであり、
サステナビリティ委員会でもそこを重点的に

るか。そこを徹底的に考えることが、成功につながるからで

思います。
こうしたポートフォリオを実現するのがデジタルの

議論しています。

す。
グローバル事業を当社収益基盤のひとつに成長させるた

力です。
デジタルデバイスに対して抵抗感をもつ層が今後どん

め、事業基盤を強化するとともに、新たな事業への挑戦を続

どん減っていく中で、
お客様とのコミュニケーションにおいて

けています。

強みのヒューマンタッチなサービスも提供しながら、
お客様の

Q

最後に、
ステークホルダーに
メッセージをお願いします。

感動や驚きへとつなげていきます。

Q

これら戦略を進めることで、事業ポートフォリオの
構造は今後どのように変化していくのでしょうか。

基本戦略や方針などグループ全体の統括は代表取締役会

Q

サステナビリティの取り組みについて
聞かせてください。

当社の事業ポートフォリオは、かつてはペイメント事業一
本足でしたが、第2の柱としてファイナンス事業が育ってきま

長CEOである林野を主軸に、具体的な執行は私がメインで汗
をかきながら一生懸命業務に邁進していきます。若手社員か
ら見れば、林野よりも年齢的に近い私のほうが臆することなく

社会・環境課題と経済価値をどう両立するかという点で、今

自分の意見を言いやすい存在だと思います。一人ひとりの意

では、
した。2020年度の事業利益に占める割合（IFRSベース）

後、一番注力していく部分が気候変動対策です。50年に1度と

見やアイデアを否定しない心理的安全性が担保された、
フラッ

リース・信用保証事業を含むファイナンス事業が全体の半分以

形容されるような異常気象が、毎年のように高頻度で訪れて

トで風通しのよい組織運営をリードしていきたいと思います。

上を占め、
その次にペイメント事業となっています。
現時点では

おり、気候変動が自分事に感じられます。新型コロナウイルス

当社はこれからも、
お客様、
株主の皆さま、
そしてすべての取

セグメント化していませんが、
今後は、
それなりの時間はかかる

のパンデミックにしても、気候変動のように今後も高頻度で

引先の皆さまの期待に添うよう挑戦を続けながら、社会や地

3本目の柱としてグローバル事業が育ってきます。
さら
ものの、

発生する可能性もあるかもしれません。企業としては、
パンデ

域、
社員など、
すべてのステークホルダーとWin-Winの関係性

にその先を見据え、
グローバル事業に続くネクストビジネスを

ミックや気候変動を前提に事業を組み立てないと、事業リス

を維持した企業運営を続けていきます。
引き続きご支援をいた

生み出すために、
インキュベーションを通じて、総合生活サー

クが顕在化していきます。
ビジネスと社会・環境課題の両方に

だけますようお願い申し上げます。

ビス企業グループとしての新たなロールモデルを数多く生み

対する対応を両立させていくことが、
当社の意識するサステナ
14

2021年9月

価値創造ストーリー

生活を創造

目指す社会像

今よりもっと便利で豊かな持続可能な社会

社会課題解決へのアプローチ

ファイナンスサービスを軸にした

総合生活サービス企業グループへの転換

当社が特に解決すべき社会課題

ファイナンシャル・インクルージョン実現
変化する社会・地球環境
少子高齢化

気候変動

デジタル化

キャッシュレス化進展

資産形成ニーズの高まり

クレディセゾンは、
1951年に月賦百貨店㈱緑屋として設立し、

さまざまな困難の中、
サービス先端企業としてチャレンジを続けてきました。
過去から未来へと、
「今よりもっと便利で豊かな持続可能な社会」
の実現のために、
クレディセゾンだからこそできる社会・環境課題解決により、貢献していきます。
15

価値創造ストーリー

社会・環境課題解決により、
今よりもっと便利で豊かな持続可能な社会創りに貢献
主な経営資産

ステークホルダーと共に創出する価値
経営理念

脈々と受け継がれてきた企業文化

サービス先端企業

すべてのステークホルダーとの協創意識
年齢、性別、学歴無用の能力主義

株主

ファイナンスサービスを軸にした

創造的破壊、失敗を許容する組織風土

活力ある人材

環境保護活動（赤城自然園の運営）

5,623名

5つの事業

4,319名

（うち女性3,250名）

va
Inno tive

*アルバイトを除く

ペイメント・ファイナンス分野に
経験豊富な専門人材
ファイナンス分野でのサービス開発実績

与信力と幅広い
顧客基盤を強みに
高度なセキュリティの 個人向け
P22
多様なサービスを提供

個人会員数

国内

3営業部
8ヵ国

海外（ASEAN中心）

健全な財務基盤

リース事業

P22

新事業・プロダクト開発

不動産関連事業

SWITCH SAISON提案数と事業化数

提案数約900案件

エンタテインメント
事業

重要課題（経営基盤）

クレディセゾンが解決する社会課題

ゼロ

国内・海外ベンチャーファンドへのLP出資による
アライアンス

CVC子会社（Saison Ventures、Saison Capital）を通じた

環境配慮

国内外のシード・アーリーステージ企業への出資

財務成果

コーポレート・ガバナンスの強化

ファイナンシャル・インクルージョン実現による経済発展への貢献

配当金総額

市場環境・社会からの要請
少子高齢化

気候変動

デジタル化

キャッシュレス化進展
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資産形成ニーズの高まり

など

7.1%（前期：4.7％）

自己資本比率（親会社所有者帰属持分比率）15.6%（前期14.4％）
グループ事業利益の向上

高い信用格付 格付投資情報センター（R＆I）

A+

事業化2案件

セキュリティ事故件数

ROE（自己資本利益率）

独立系ノンバンク最上位クラスの信用力
（1996年10月以降25年継続）

約20件※2

新プロダクトリリース件数

社会貢献

安心・安全・便利な
キャッシュレス化社会への貢献

ダイバーシティの推進

2兆4,294億円

72.4%

有給取得率

社会課題解決力の強化

高い信用力に基づく多様な資金調達

3兆4,092億円

75.2%
52.0%
約150名

女性管理職比率※3

50,000社超

法人カード発行先

有利子負債

D

約3,600万人

グローバルな拠点ネットワーク

連結総資産

働きがいと多様な価値観の醸成

デジタル人材

法人向け

b

盤石な営業基盤

176回

株主・投資家との対話件数

ペイメント事業

P17

al

P18

女性社員比率

基本コンセプト

Glo

変化に機動的に対応できるシステム基盤

来園者数約6万人

募集業務のデジタル化による紙消費量削減

ファイナンス事業

it a l

イノベーション創出力
創業71年で培った与信ノウハウ

業界トップクラスの顧客層

計11回

委員会3回／WG:気候変動5回／DE＆I:3回

ig

単体社員数

行政機関 地域社会

委員会・ワーキンググループ開催数

全社共通人事制度*のもとで活躍する人材
連結社員数

社員

サステナビリティ推進委員会新設（2021年8月）による
社会・環境課題取り組みの進捗

総合生活サービス企業グループへの転換

行動指針「CSスタイル」

お客様 お取引先

レジリエントな組織の実現

株主総利回り（単体）

483億円（前期比33.6％増）
70億円 （前期70億円）
78.3%（前期72.3％）

※1 2021年3月末現在を基準としていますが、一部2021年11月現在のものも含まれています。
※2 2020年4月〜2021年3月までの商品・サービスを集計した件数
※3 部長職・課長職・係長職

基本コンセプト
総合生活サービス企業グループへの転換
2020 年度は新型コロナウイルス感染症拡
大により、社会経済が大きな影響を受け、
当社
もこれまで強みとしてきたリアル拠点を中心と
した既存のビジネスモデルの変革を迫られま
した。一方で、私たちの生活や価値観が大きく
変化している今だからこそ、
このピンチをチャ
ンスに、攻めの経営に転じていきたいと考えて

M＆A/資本参加/事業提携などによる

新規ビジネスの創造と既存事業の拡大
• 新プロダクト開発と戦略武器であるAMEXブランドの拡販
• 新プロダクトや新規事業開発による新規マーケットへの挑戦
• マーケットニーズに合致したサービスを提供

います。2021 年度は、経営戦略の基本コンセ

va
Inno tive

「Digital」
「Global」
を掲
プトに
「Innovative」
げ、変革を加速させていきます。

Glo

it a l

クレディセゾンの
基本コンセプト

ig

al

b

D

新興市場におけるファイナンシャル・インクルージョンの
推進によるグローバル事業の基盤強化

リアルを大切にしながら、
デジタル化を推進
お客様に寄り添ったサービスによるカスタマーサクセスの実現

• 飛躍に向けた事業基盤の整備

• スマートフォン完結型サービスSAISON CARD Digitalを活用した
プロパーカード戦略の推進

•利益貢献の高い事業への経営資源の集中投下

• デジタル化とチャネル多様化によるイシュア事業とプロセシング事業の拡大

•ビジネスの創出と複線化
(Saison Capital Pte. Ltd.によるCVC事業とインパクト事業の実践）

• デジタル化を活用したペイメント事業とファイナンス事業の融合
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5つの事業
セグメント別純収益
リース事業

エンタテインメント事業

5,536百万円

12,290百万円

（4.3%）

クレジットカードに加えプリペイドカードやスマートフォン決済など、
キャッ

調整額

△2,340百万円

ペイメント
事業

（2.0%）

シュレス社会の実現に向け、多様な決済サービスを提供しています。
また、
ク
レジットカード事業者などから業務を受託するプロセシング事業を、顧客の
ニーズに合わせてワンストップで提供します。

不動産関連事業

14,595百万円

（5.2%）

ファイナンス事業

43,412百万円

（15.4%）

ＯＡ通信機器を中心とした
「ファイナンスリース」
「事業用割賦」
を、事業者の

連結純収益

282,625
百万円

（2020年度）

リース
事業

ペイメント事業

209,130百万円

ンドへの対応に加え、
環境商材をはじめとした成長分野にも挑戦しています。

（74.0%）

ファイナンス
事業

セグメント別事業利益
不動産関連事業

エンタテインメント事業

△1,745百万円

5,390百万円

（11.1 %）

5,455百万円

不動産事業、不動産賃貸事業及びサービサー（債権回収）事業などを行っ
ています。

連結事業利益

48,352
百万円

ファイナンス事業

21,279百万円

エンタ
テインメント
事業

（44.0%）

17,968百万円

（37.2%）

融サービスを展開しています。

3百万円

不動産関連
事業

（2020年度）

ペイメント事業

信用保証事業、
ファイナンス事業から構成されており、
「フラット35」および
「セゾンの資産形成ローン」を中心に、住宅購入から賃貸まで、生活創造金

調整額

リース事業

（11.3%）

設備投資計画に合わせて展開しています。
キャッシュレス決済の拡大を捉えたPOSレジ周辺市場のようなビジネストレ

※（ ）
はシェア
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アミューズメント事業などから構成されています。

ビジョンと中期経営計画の進捗

生活を創造

変革と再成長
基盤構築
2016年度以前の取り組み

2016年度〜2018年度

前中期経営計画

法人営業の強化を通じた5つのビジネスを
組み合わせるビジネスモデル・チェンジ
競合他社を圧倒する
「アジアにおいて他にない新たな
ファイナンスカンパニー」への挑戦

2014年度経営基本方針
法人営業力強化による
ビジネスモデル・チェンジへの挑戦
「変化に対応できるノンバンク」
への進化

中期経営ビジョン

Neo Finance Company in Asia
MISSION STATEMENT

基本方針

2015年度経営基本方針

2019年度〜2021年度

〜イノベーションの実現とビジネスモデル・チェンジ〜

新たなビジネスモデルへの挑戦
ストックビジネスとフィービジネスの拡大

〜お客様と50年間を共に歩む
ファイナンスカンパニーへ〜

お金に関する
「安心」
と
「なるほど」
を

数値目標
連結経常利益 2018年度

600 億円

提携パートナーの顧客戦略と一体となった
ハウスカード機能を提供し、
決済サービスを通じて顧客基盤を拡大

（日本基準）

施策

1
2
3
4

カードビジネスのモデル・チェンジへの挑戦
オープンイノベーションによる提携戦略
ファイナンスビジネスを中核とした多角的提携
広範なアジアエリアでの多様な事業展開

成長ポテンシャルが高く、
マーケットが未成熟なアジア各国で国内の
ノウハウを活かした金融サービスを展開

成果

2013年度経営基本方針
「戦略武器を活用したコラボレーション経営」
による連結イシュアNo.1化、
ノンバンク化の加速、
アジア戦略具体化により
収益源のマルチ・コア体制の確立

連結経常利益 2015年度

連結経常利益 2018年度

438億円

541億円

（日本基準）

（日本基準）

共同基幹システムへの移行完遂

提携拡大・商品開発が可能な基盤の完成
多様な顧客ニーズへの対応
決済プラットフォーム拡充／ファイナンス事業拡大
グローバル事業の進出国拡大

2015年度：5ヵ国

2018年度：8ヵ国

経営目標

2019年度（連結事業利益：361億円）をボトム
とし、再度成長軌道を描く3ヵ年へ
連結事業利益
（≒連結経常利益）
2018年度

522億円

（IFRS）

2021年度

520億円

※

（IFRS）

※新型コロナウイルス感染症の影響により見直し
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中期経営計画の進捗

生活を創造

中期経営計画では、
「Neo Finance Company in Asia」
をビジョンに掲げ、
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の拡大の3つを重点ポイントとして各種施策を進めています。

ペイメント事業の復活と総合ノンバンク化へ向けて着実に進捗しています。
当初想定していなかった新型コロナウイルス感染症拡大により、
事業利益は520億円に修正したものの、

「ペイメント事業の復活」
と
「総合ノンバンク化」
のさらなる加速

中期経営計画の目指す姿と重点ポイント

ペイメント事業の成長戦略と構造改革
1 ショッピング取扱高の拡大〈BtoC領域〉
2 ショッピング取扱高の拡大〈BtoB領域〉

3 ショッピングリボ・キャッシングビジネスの拡大
4 新規ビジネスの創造とデジタルマーケティングの強化

ノンバンクとしてファイナンス事業のさらなる拡大
1 提携先とのリレーション強化 と 新規アライアンス強化

将来を見据えたグローバル事業の収益基盤拡大
「種まき」
から
「収穫」期への移行
1 進出国事業における

ペイメント事業
ペイメントビジネス／
ソリューションビジネス

2008年度営業利益

資産運用ビジネス／
デジタルマーケティング

（日本基準）

リース＆ファイナンス事業

345億円

2018年度事業利益
（IFRS）

522億円

2020年度事業利益
（IFRS）

483億円

ファイナンスビジネス
グローバル事業
グローバルビジネス

ペイメント

ピンチをチャンスに転換する 〜ニューノーマルへの対応〜
新型コロナウイルス感染症拡大によるニューノーマルの中、
ピンチをチャンスに転換すべく、
2020年

11月にSAISON CARD Digitalをリリース。従来は事業者ごとにプラスチック製の提携カードを発行
プロパーカード1
していましたが、
スマートフォン完結型のSAISON CARD Digitalを活用することで、
パターンで複数の事業者と提携できるプロパーカード戦略を推進しています。
申込みから最短5分で
提携先は150
お客様のスマートフォンにカード番号が届くSAISON CARD Digitalの特徴を活かして、
社超を実現しています。
また2021年3月からは、
コロナ禍の中で外来患者数が減少し、
事業経営に影響
を受けた医療事業者、
介護事業者、
調剤薬局などの資金繰りを支援するセゾンの医療・介護報酬等前
払いサービス
（ファクタリング）
も開始しました。
グループ内では、
㈱くらしのセゾン
（旧社名：㈱エール）
が、
コロナ禍における感染対策需要を取り込み、
ハウスクリーニングなどの除菌対応も含めた、
住まい
の困りごとに関するサービスを提供するなど環境変化をチャンスとして捉えた戦略を実現しています。
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主なサービス

グローバル

リース

ファイナンス

不動産関連

エンタテインメント

経営戦略

生活を創造

CSDX戦略

P24

グローバル戦略

P28

P33

• 国内ネットワークの再構築

• Z世代/女性/シニア＆富裕層への

• デジタル/IT部門の一体運営

アプローチ強化

• 人事戦略の革新

• AMEXブランドの戦略的活用
• 中小企業へのソリューション強化
• グローバル事業の強化

P22

総合生活サービス
企業グループへの
転換
顧客戦略

新規ビジネスの創造

（M＆A/資本参加 / 事業提携など）

事業戦略

財務資本戦略
P35

人材戦略

リアルとデジタルの融合で
カスタマーサクセスを実現

グループ戦略
P27

CSDX戦略

P24

P32

• デジタル化推進による

• グループ各社がサービスの一翼を

• 顧客接点において当社がもつ

• ベンチャー投資や資本提携・M&A

担い総合生活サービスを提供

顧客利便性と経営効率向上

による事業拡大

リアルの強さを最大限発揮
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事業戦略

生活を創造

個人

背景と方針

ターゲットを明確にした
「コンセプト型カード」
の発行

事業戦略として、Z世代、女性、
シニア&富裕層へのアプローチの強化、AMEXブランドの積極

ローズゴールド券面テスト 2020.11.06 再校
ハイマッキンレー・マットエレガンス 46/180kg

的な活用、中小企業向けソリューションの強化、
グローバル事業の強化に注力しています。個人

女性向け

「コンセプト
向けには2020年11月以降、女性、富裕層、若年層、Z世代とターゲットを明確にした

富裕層向け

セゾンローズゴールド・
アメリカン・
エキスプレス®・カード
（2020年11月〜）

型カード」
を発行しています。法人向けでは、個人与信型ビジネスカードに加えて法人与信型ビ
ジネスカードも提供を開始し、与信モデルの変革に挑戦しています。

大和証券セゾンプ
ラチナ・アメリカン・
エキスプレス®・カード
（2020年11月〜）
C5

課題と取り組み

若年層向け
セゾンゲーミング
カード
（2020年12月〜）

BtoC 領域では、若年層、Z 世代向けに2020 年にセゾンゲーミングカード、2021 年に入って
Likeme♡ by saison cardを発行したほか、女性向けには2020年11月に国内で初めてローズ

M36

Y15

Z世代向け
Likeme♡
by saison card
（2021年3月〜）

ゴールドカラーを採用した、期間限定で申込み可能なセゾンローズゴールド・アメリカン・エキス
また、富裕層向けには、2020年11月に大和証券セゾンプ
プレス®･カードが好評を博しています。
ラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カードの提供を開始しています。

法人

BtoB領域では、SME向けソリューションとして、2021年5月には最大1％キャッシュバックや事
業性費用のカード決済を可能とする与信枠設定などを特徴とする法人カード、
セゾン・ビジネス

「与信モデル」
の変革への挑戦

プロ・カードを投入しました。
コロナ禍でもSME向けの実績は堅調に推移しており、今後は法人

「個人与信型ビジネスカード」
に加えて、新たに
「法人与信型ビジネスカード」
を提供開始

また、高いステータスとロイヤリティを誇るAMEX
手続きでのDX化もさらに進むと見ています。

（2021年5月〜）

法人与信型ビジネスカード

ブランドについては、AMEXと言えば“セゾン”と認知いただけるブランド戦略を推進します。
さら
に、
コロナ禍で減退したトラベルビジネスに合わせ、旅行傷害保険の利用付帯への変更を踏まえ

大企業

た新たなサービスへの変更など環境変化に合わせた商品内容の見直しも進めています。

中規模企業

主要指標（KPI）
2018年度

2019年度

クレジットカード総会員数

2,679万人

2,639万人

稼動会員数

1,490万人

1,496万人

ショッピング取扱高

4 兆7,885億円

4 兆9,469億円

キャッシング取扱高

2,429億円

2,375億円

指標

2020年度

小規模企業

2,570万人
1,395万人

個人事業主

4兆5,003億円
1,550億円
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事業戦略

主要サービス

デジタル化とチャネル多様化によるイシュア事業とプロセシング事業の拡大

デジタル化によるペイメント事業とファイナンス事業の融合

SAISON CARD Digitalのスキームを既存提携先サービスや新規提携先の開拓にも活用する

タブレット事前審査申込システムを提供開始す
セゾンのフラット35では、電子契約サービス、

ことで、
お客様によるスマートフォンでの入会・決済を促しながら、同時に人的リソースの効率化

るなど申込プロセスのデジタル化を推進しています。
また、
セゾンの家賃保証Rent Quickでは、

も実現しています。
イシュア事業では、2021年8月にTV通販業界のショップチャンネルとの新規

サービス利用者にSAISON CARD Digitalの新規入会・利用を促進していることに加えて、㈱ラ

提携カードを発行開始したほか、
プロセシング事業では、2021年4月より出光クレジットによる

イトアップと中小事業主を対象としたペイメント商材やグループ商材の複合営業を推進するな

apollostationcardの新規発行を開始しています。

ど、
ファイナンス事業の個人顧客、法人顧客向けにペイメント関連商材を拡販することで両事業
の融合を促進します。

既存提携先のデジタル化
既存提携先

デジタルプロダクト
提供

セゾンのフラット35

イシュア事業
非対面チャネルとして、

TV通販業界「ショップチャンネル」
との新規提携カード発行
（2021年8月〜）

ファイナンス事業の
「個人顧客」
「法人顧客」
に対する
ペイメント関連商材の拡販

家賃保証 Rent Quick

出光クレジットによる新カード
apollostation card 発行開始

デジタル化の推進
※事前審査のWeb化など

（2021年4月〜）

信用保証
中小事業主を対象とした
ペイメント商材／
グループ商材の
複合営業の推進

プロセシング事業

新規顧客
開拓チャネルの
多様化

優待サービスなど
＋α価値の提供

CMYK：C33 M98 Y96 K0
RGB：b32426

フラット35利用者への
クレジットカード入会促進

によるカード入会と
家賃決済の拡大
アイソレーション
0.25
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CSDX戦略

生活を創造

デジタル時代にフィットした企業に再設計することで
顧客体験と社員体験の双方に変革をもたらす
取締役（兼）専務執行役員 CTO
（兼）
CIO
全社DX戦略推進
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

小野 和俊

Q

DXを内製化する部分とそうでない部分の
棲み分けはどのように考えていますか。

当社では「バイモーダル戦略」
と称して、既存ベンダーに任
せる部分、
内製化する部分、
ハイブリッドでやる部分と3パター
ンに分けて考えています。
たくさんの陣容を必要とし、半ば体
力勝負な側面のある、安定性重視の「モード1 」は外部パート
ナーと協力して進め、
スピーディな立ち上げを要する部分や
として内製化を図り、
少人数で効果を出せる領域は
「モード2」
それらの中間に当たるものはハイブリッド型で進めています。
具体的には、サービス、事業部で使う業務システム、API 基盤
の3つについては内製化を図っています。
その際に新設されたテ
私は2019年3月に入社しましたが、
クノロジーセンターに集った8 人で、完全に内製で「セゾンの

Q

CTO／CIOとして、DXにかける思いを
聞かせてください。

かんで、顧客体験そのものの質的変化を生み出し、それが最

お月玉」の開発に着手しました。
その過程で、事業部のシステ

終的に事業競争力にもつながってきています。

ムなども自社開発で行けると判断し、
これまで内製化の方向

こうした事業環境を踏まえると、私は、
自社のITをまるごと

に舵を切ってきています。

「 Before Internet/After Internet 」あるいは「 Before

他社ベンダーにお任せするのではなく、デジタルを「手の内

digital/After digital」
という言葉で語られるように、
インター

化」
していくことの必要性が非常に大きいと考えます。
自社の

ネットの出現やデジタル化の前と後とでは時代が大きく変

差別化に直結する顧客体験に関する部分は、
自分たちで手が

わっています。
そのような中、“Before”の時代に設計されたビ

ける選択肢ももつ。顧客の反応を見ながら、軸足は変えず、細

あくまでもCX（カスタマーエクスペリエンス：
当社のDXは、

ジネスや組織を、“After”の時代に適合した強みを取り入れて

かい微修正（ピボット）を頻繁に行っていく部分は、自社で行

お客様体験）の改善や、EX（エンプロイーエクスペリエンス:

再設計し直せば、
その企業はこれまで以上に強くなって成長

う。
そうしたデジタルの力を手の内にしっかりと持ちながら変

社員の仕事のしやすさ）の向上に資するものであることを志

し続けることができる。私はそうした思いをずっと持ち続けて

革を起こすことができれば、当社はデジタル時代に生まれ変

向しています。
この2つを基軸にしながら、デジタル時代に相

いました。
この時代の変化の中では、ITの位置付けも、従来の

わることのできた稀有な金融企業として大きく飛躍し、
それが

応しいやり方を「内製」
という武器も取り入れて、CX 、EX 、ま

社内業務の効率化や時間短縮といったエンタープライズITか

日本の産業をも活性化する力になるのではないか。そういう

たはその双方に寄与する形で実現していきます。CXもEXも

ら、業務効率化だけにとどまらず、
ビジネスITという位置付け

思いでDXを推し進めてきています。

どちらもデジタル人材がいないと実現できません。その意味

に変容し、
自社の提供するサービス・製品におけるITの活用い

Q

CSDX戦略について教えてください。

でデジタル人材を真ん中に据えて、CXでの事業創出、事業協
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CSDX戦略

創、EXでのデジタル開発プロセス、デジタル基盤強化を推し

材が約10名となっていますが、今後ビジネスデジタル人材の

の「モード１」
とスピード重視の「モード2」
とでは、同じエンジ

進めていきます。

数をコアデジタル人材と同規模にまで拡大していきます。

ニア同士でも水と油ほどのカルチャーの違いがありますが、
当
、
すなわち謙虚さ
社では異なる価値観に対しては
「HRTの原則」

Q

求めるデジタル人材について教えてください。

Q

CSDX戦略を成功させる秘訣は何にありますか。

、
敬意
（Respect）
、
信頼
（Trust）
で進めていくことを
（Humility）
ルールとしています。
そしてスタートアップのようなスピードと、

当社では、デジタル人材を3つのレイヤーに分けて考えて

まず、
CSDX戦略において明確に効果が見込めるのが、内製

たくさんのお客様がいるというスケールの両立している職場と

います。
コアデジタル人材は、デジタル系の技術を有し、外部

化によるアプリ開発コストの大幅な低減です。加えて、社内の

して、
エンジニアとしても楽しみながら成果を出せる環境だと

でも活躍していたスペシャリストです。
ビジネスデジタル人材

仲間に伴走する形で共に困りごとを体験・共有して課題を理

思っています。

は、
さまざまな部署で経験を積み、公募で募った人材です。
コ

解し、
その解決に向けた最適解を共に考えながら開発する伴

アデジタル人材だけでは事業に対する理解が不足するところ

コアデジタ
走型内製開発が、CSDX戦略成功の鍵を握ります。

を、事業の現場をリアリティを持って理解しているビジネスデ

ル人材による技術貢献と、
ビジネスデジタル人材の有するビ

ジタル人材が、
その知見を活かし社内のさまざまな部門との

ジネスへの深い知見を掛け合わせ、
デジタルIT人材も含めて、

コミュニケーションの接点となって、現場に本当に望まれてい

相互に影響を与え合う、
ある種のインターナルなエコシステム

るシステムをビジネスサイドとシステムサイドが分け隔てなく

CSDX戦略の最大の特長であり強みです。
が、

ビジネス
は枠20名強に対して90名近くが応募してくるなど、

Q

デジタル人材のリテンションはどのように
進めていきますか。

デジタル人材の確保も順調です。また今後は、既存の業務シ
ステムやクレジットカード業界の知識を持ちながら、
これから
デジタルスキルを習
得するデジタル IT 人

Layer

1

材の数も増やしてい
きます。
テクノロジ ー セン

Layer

2

ターでは、約 40 名の
人員のうち、コアデジ
タル人材が 30 名弱、
ビジネスデジタル 人

コア
デジタル
人材

OJT

ビジネスデジタル
人材
研修

Layer

3

勉強会

社内公募

デジタル IT人材

最後に、CSDX戦略の責任者として
読者の皆さまにメッセージをお願いします。

今、
当社にはデジタルの側面で強力な人材が続々と集まって
きており、
それと同時に、
業務に精通した人材も続々とデジタル

5年先、10年先を見据え、
デジタル時
の力を身に付けています。

共に考えてつくる。
この仕組みがポイントだと考えています。

2020年の初回公募では枠12名に対して約30名が、2021年

Q

代にフィットした事業展開を通じて、
まだ見たことのない、
驚き
や喜びをもって受け止められるよう
な新サービスを次々と生み出すこと

エンジニアの世界では、働きがいは単に報酬や開発環境、
マ

で、
「サービス先端企業」
という経営

シンスペックだけでなく、働く環境における価値観やそこへの

理念を体現していきます。
林野CEO

共感が強い求心力として働くと実感しています。
テクノロジー

がつくり上げたDNAが脈々と息づ

センターは発足以降、外部からエンジニアや、
データサイエン

く当社は、
デジタルの力を一気に取

ティスト、
デザイナー、
セキュリティスペシャリスト人材を採用

り込んで強くなれるポテンシャルに

すな
し、
コアデジタル人材に特化した陣容で、DXの内製機能、

あふれており、私自身もとても働き

わち
「モード2 」を担う部署として活動してきました。2021 年

がいを感じています。
当社が、時代に即したデジタル再設計を

10月、
「バイモーダル戦略」
を統括する部署としてIT戦略部を

実現した成功事例と言われるよう、
これからも業務に力強く邁

はシステム企画部が、
「モード2」
はテク
機能再編し、
「モード1」

進していきますので、
ステークホルダーの皆さまにはぜひご期

ノロジーセンターが旗を振る体制に整えました。安定性重視

待いただければと思います。
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CSDX戦略

背景と方針

課題と取り組み

デジタル化の波がコロナ禍でますます加速する中、当社ではデジタル化のその先にあるビジ

デジタル化推進においては、
2019年に設立したテクノロジーセンターにおいて、
エンジニア出身

ネスの変換・転換を通して、お客様、そして社員の双方の期待を超える感動体験を提供するこ

システム開発を内製化しています。
金融事業として失敗が許
のプロ人材であるCTO／CIOのもと、

お客様の感動体験を創出する
とを目的に、攻めと守りの両面でDXを強力に推し進めています。

を適用し、
スピード重視で時代の変化に素早く対応
されない領域には安定性を重視する
「モード1」

CX 、社員の体験を転換するEXの双方を実現することで、デジタル時代を先導する企業を目指

を適用する
「バイモーダル戦略」
を通じて、
お客様体験の向上に
する必要がある領域には
「モード2」

します。

資する事業創出や事業協創、
社員体験の向上につながるデジタル開発プロセスとデジタル基盤強

CSDX戦略の４つの柱

例えば、
CXの向上に寄与する攻めのデジタル化においては、
すでに
化の双方でDXを進めています。

• アジャイル開発体制の構築
• デジタル技術・アプリ活用の推進

EX向上に寄与する守りのデジタル化については、
コールセンター向けのナレッジシステム、
す。
一方、

• オープンイノベーション戦略

内製によるアジャイル開発によって進めており、
UI
（ユーザーイン
全社員向けのFAQシステムなどを、

UX
（ユーザーエクスペリエンス）
の積極的な改善を図っています。
タフェース）
、

C2

顧客満足度の向上

事業創出

デジタル人材

• グラデ―ジョン組織の活性化や、

ビジネスデジタル人材の育成推進などにより、
2024年までにデジタル人材を
1,000人規模に拡充し、
デジタル組織へ加速
デジタル人材

150人 構成比3％

2021年度

E1

デジタル
開発プロセス

社内風土醸成
サイバーセキュリティ対策
デジタル組織・基盤の拡大

• IT・デジタル・ビジネス部門の融合
• 伴走型内製開発の推進

CSDX推進指標（2022年度）

デジタル組織への加速

事業協創
新たな顧客体験の提供

社員体験の向上︵EX ︶

デジタル技術活用の拡大

顧客体験の向上︵CX ︶

C1

SAISON CARD Digitalやお月玉といった新規プロダクトをシステム開発の内製化で実現していま

E2

• お客様の感動体験を創出
（CX）
、
社員の体験を
転換
（EX）
に向けて、
CSDX推進指標を設定
• CSDX推進指標の達成状況は、年2回（9月／3月）
のCSDX推進会議にて確認を実施
KGI

デジタル人材

1,000人 構成比20％

2024年度※1

お客様の感動体験を
創出
（CX）

KPI

デジタル
チャネル率
※2

80.0%
前年対比
＋5％

デジタル
基盤強化

※1 2024年度デジタル人材率は2020年度社員数より試算
※2 クレジットカードおよびファイナンス事業におけるデジタルチャネル対応率
※3 NPS®は、
ペイン・アンド・カンパニー、
フレッド・ライクヘルド、
サトメトリック
ス・システムズの登録商標です。
出典元：NTTコム オンライン NPS®ベンチマーク調査2021クレジットカード
部門、
同2020クレジットカード部門、
など
※4 Layer1〜3 デジタル人材数÷全社員数
※5 協力意識、
モチベーション、情報連携の設問に対する満足度を調査
※6 クレジットカードおよびファイナンス事業の業務における紙使用量

• クラウド利用の加速
• 外部システム連携の推進
• デジタルIT投資予算
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CX＋EX

NPS®
※3

+5.0pt

デジタル
人材率
※4

6.0%

前年対比
＋100％

社員の体験を
創出
（EX）
社員満足度
スコア

紙使用量

+10.0%

△10.0%

※5

※6

さらに詳しい情報はHPをご確認ください。
https://corporate.saisoncard.co.jp/
business/csdx/

顧客戦略

生活を創造

背景と方針

課題と取り組み

スマートフォンの普及により、
お客様のお手元でさまざまな取引が実現できるようになってい

顧客戦略では、強みであるリアルも大切にしながら、
デジタル化による顧客利便性と経営効率

ます。
またコロナ禍においては、非対面・非接触であることが感染拡大の防止につながることか

の向上を図ります。
デジタル化推進に向けては、
システム開発と運用の内製化を図り、
社内ITを整

ら、
デジタル化が急拡大しています。
そのような中で、当社ではリアルとデジタルを融合させ、
お

備することでアジャイル型サービス開発体制を構築しています。
お客様の手間やストレスを排除

客様に寄り添ったサービスを提供することで、
カスタマーサクセスを実現し、
モノ売り切りモデル

「簡単」
「便利」
というCXを創出し
したエフォートレスを追求しながら、UI、UXを改善することで、

からリテンションモデルへと転換を図ります。

利用
ていきます。
例えば入会時にはスマートフォン完結型サービスのSAISON CARD Digitalを、
時にはデジタルでの利用通知を通じて安心感を提供するほか、
利用実績に応じた特典を提供しま

当社の強みであるリアルを大切にしながら、
デジタル化を推進
お客様に寄り添ったサービスにより、
カスタマーサクセスの実現

す。
また、
お問い合わせの際には、疑問解消に向けたデジタルチャネルを新たなサービスとして提
供予定です。一方で、
すべてをデジタル化するのではなく、
リアルでのやり取りをご希望のお客様
には引き続き、
セゾンカウンターやコールセンターなどを通じて入会や手続き、
問い合わせをいた

当社の強み
「リアル」
カウンターや
コールセンターなど
有人での対応

だくなど、
お客様に寄り添ったサービスを提供していきます。

営業推進部門/オペレーション部門改革

シーン一例

入会

カスタマーサクセスの実現

モノ売り切りモデルから
リテンションモデルへの
転換

問い合わせ

• スマートフォン完結型サービス
SAISON CARD Digital

• コールセンターでの

ナレッジシステム構築

• 疑問解消に向けた

デジタルチャネルでの
新サービスリリース

利用
• 利用通知による安心感の提供
• 利用実績に応じた特典提供

「デジタル化」
の推進
システム開発/運用の内製化
社内IT整備による
アジャイル型サービス
開発体制

「簡単」
「便利」
という
顧客体験の提供

UI / UXの改善

顧客の手間/
ストレスを排除した
エフォートレスの追求改革
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グローバル戦略
現地化を進めながら、
「ファイナンシャル・インクルージョン」
という社会課題解決とともに
グローバル事業を拡大していく

生活を創造

Q

現在、
グローバル戦略の進捗は、
どのような状況でしょうか。

ししていることもあり、現地の大手金融機関が生き残りをかけ
てDXに注力しているからです。
東南アジアやインドでは、銀行などから十分な金融サービ

当社は、
2005年に中国上海に進出した後、2014年にグロー

スが受けられていないアンダーサーブド層が人口の圧倒的大

バル事業拡大に向けた海外統括オフィスを設置して以来、
シン

部分を占めています。
こうした層に向けて、FinTechのスター

ガポールを拠点に、
ベトナム、
カンボジア、
インドネシア、
タイ、
イ

トアップ各社がアプリを通じて、ECでの購入時の分割払いや

海
ンドなどアジアを中心に8ヵ国への進出を果たしてきました。

飲食店での支払いデータに基づいた資金融資などを提供し

外の中でも東南アジアは、
日本からの地理的な近さは言うまで

ています。
当社はこれらイノベーティブなFinTech各社と提携

もなく、
その非常に高い成長ポテンシャルと日本に対する親近

し、FinTechエコシステムの中心に位置する形でBtoBtoCモ

感や親和性から、
当社が海外の中でも最初に東南アジアの事業

デルを展開しているため、
このエコシステムの成長に伴って当

展開に注力するのは自然な帰結でした。
私自身は2013年7月に

社事業も拡大しています。

入社し、
東南アジアのハブであるシンガポールを拠点に、
次の当
社の柱となりうる事業の種を蒔いてきました。
約8年経った今、
いくつか有望な芽が出てきており、今後2、3年以内に花を咲か
せるであろう事業も見えてきているところです。

Q

進出国ではどのような取り組みをされていますか。

当社は東南アジアでは後発参入だったので、国ごとに異な
る規制がある中で、
どのように金融事業を進めていくか、手探

Q

東南アジアの事業環境や競合状況などを
教えてください。

りで進めてきました。進出形態も、
自ら子会社を1からつくるの
か、
ライセンスや顧客基盤を有する現地企業と組む、
あるいは
合弁会社を設立する、現地企業への出資や買収をするのかな

パンデミックの以前から東南アジア各国ではデジタルイン

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

森 航介

ど、
さまざまな選択肢を提案しては再検討する、
といった繰り

フラが急速に進んでいましたが、
コロナ禍でさらに勢いがつ

返しの中で、
いろいろな機会に恵まれてきたように思います。

き、デジタルに取り組めなければこの波には乗れないという

例えばリテールファイナンス事業を手がけるベトナムの合弁

状況です。加えて金融環境としても、
コロナ禍によってこれま

会社設立も、
インドネシアでのデジタルレンディング事業など

で以上に世界中の資金が東南アジア地域に流れてくるように

のライセンス取得も、
もともとは現地での人との出会い、1 枚

なってきました。
そのような中で、銀行などの大手金融機関か

の名刺からドアをノックし続けたことで生まれたものです。

デジタル化を軸に
らFinTechを手がけるスタートアップまで、

東南アジアや南アジアではアンダーサーブド層が圧倒的多数

顧客基盤の拡大を図るプレーヤー同士の競争は激化していま

を占める一方で、
デジタルインフラについてはリープフロッグ型

す。
これは、世界中の投資家がスタートアップを資金面で後押

に発展し、
なかには日本以上に進んでいる地域もあります。
当社
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グローバル戦略

には日本の女性向けにカードを開放した歴史がありますが、
これ

チェーンの中でファイナンスをしていくことを始めているほか、

身が成長し、併せて事業も成長する。事業が伸びるほど、
自分

はまさにインクルージョンであり、
そのことによって多くの方から

フィリピンへの参入準備もスタートしています。
また、
アジア以

の仕事もどんどん大きく広がっていく。
こうした人材マネジメ

支持を受けて成長してきました。
東南アジアにおいても、
圧倒的

外の地域にも積極的に新規事業開拓を進めていきます。

ントが、海外でも当社のカルチャーを備えた現地人材の育成

多数のアンダーサーブド層にデジタルでサービスを提供してい
くファイナンシャル・インクルージョンを進めており、
重なる部分
があると感じています。
アンダーサーブド層からの金融ソリュー

につながっていると思います。

Q

人材についてはどのようなマネジメントを
進めていますか。

ションに対する大きなニーズがある中で、
デジタルの波に乗り、
ノンバンクだからこそ発揮できる柔軟さやスピードで、
事業の拡

現地の人材マネジメントにおいては、
現地化を非常に重視し

Q

新ビジョン
「総合生活サービス企業グループへの
転換」
において、
グローバル事業はどのような
役割を果たしていますか。

ています。
例えば当社のインドにおける現地経営陣はすべて現

グロー バル 事 業を手 がけていると、
「Everything is

地のメンバーです。
これは最初から、
インド現地の人材による

FinTech」や「エンベデッド・ファイナンス」
という言葉をよく耳

優秀なマネジメントチームをつくることを意識してきたからで

にします。ECでの買い物、法人間での決済を見ても、人々の生

す。
インドは事業を開始後、半年足らずの間に、新型コロナウ

活や企業の経済活動など、
さまざまなところにFinTechが浸

イルス感染症の拡大によって厳しいロックダウンを強いられ、

透しているからです。当社が目指す総合生活サービス企業グ

と。同時に、
これまで以上に種を蒔き続けることの2つを進め

そのような状況下で、
日本人をはじめ多くの在インド外国人が

ループとは、
これら言葉が表すような、金融サービスとその他

ていきます。
グローバル戦略を成功させるうえで最も必要なリ

自国に引き揚げる事態にもなりました。
しかし現地人材による

のサービスとの垣根がなくなり融合していく姿だと思います。

ソースは、
やはり人材です。
外部から採用する人材も、
内部で育

チームがしっかり自分事として事業を進めていることで、平時

そして最終的には、国内だけでなくグローバルでも、消費者の

成している人材も、
ローカル人材もクレディセゾン本社の人材

のみならず有事においても、
混乱することなく着実な事業運営

生活、法人の経済活動の中に浸透していく姿に行き着くと思

も、
国籍問わず皆、
同じくらい重要です。

がなされています。

います。
グローバル事業の今の中心は金融サービス、FinTech

大へとつなげていきたいと思います。

Q

今後のグローバル戦略について教えてください。

まずは芽の出てきた事業をしっかりと育て、花を咲かせるこ

また、
これまでは事業の種を蒔く、
種を探すといった、
０から1

一方、社内連携を推進していくうえでも、
当社のカルチャー

ですが、今後、他のサービスやプロダクトとの融合も進めてい

をつくり上げる部分がメインでしたが、
今後1を10に、
10を100

やバックグラウンドを十分理解し備えている人材は重要です。

くことで、海外でも総合生活サービス企業グループという姿

にしていく過程ではまたレベルの異なる課題があると思います。

シンガポールの統括拠点には、現地人材も含めて自然発生的

を確立できると考えています。

を当期のテーマに掲げ、新しい次元に向けた
「Set for Scale」

にクレディセゾンスピリットが息づいています。
これはやはり、

私はグローバル事業のトップとして、
インドならインド、
イン

チャレンジとして、金額規模、人員数、
そ

自ら手を挙げて挑戦したいというモチベーションにあふれた

ドネシアならインドネシアで、世界的に見てもトップクラスの

してそれを支えるコーポレートファンク

若手を採用し、
その人材にどんどんと仕事を任せ、挑戦を後押

マネジメントチームによる現地ナンバー１の事業確立を目指

ションの整備を進めていきます。

ししていくことで醸成されてきたように思います。
これは中途

します。
そしてファイナンシャル・インクルージョンなどグロー

新規事業の開拓については、例えば

入社した私自身が辿った過程にも近く、
「やれます、
やりたいで

バル社会の課題解決を伴いながら、多くの方々に、
当社が日本

タイ現地の最大企業グループである

す」
という思いを、
トップからも応援されていると肌で感じな

を代表するグローバル企業だと認知されるよう、日々挑戦を

サイアム・セメントグループのサプライ

がら、失敗を恐れずにチャレンジを続ける。
そのことで自分自

続けていきます。
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背景と方針
アジア地域は、今後も人口、GDPともに増加することが予測されており、大きな成長が見込ま

インド

れています。一方、銀行口座保有率の低さにも示されるように国民全員に十分な金融サービスが

Kisetsu Saison Finance
(India) Private Limited

行き届いていないのが現状です。
そのような中、
スマートフォンの普及やデジタル化の急速な発展により、最新技術を取り入れ

• 2018年6月設立（出資比率100%）
• デジタルレンディング事業

たサービスが開発され始めています。東南アジア・インドを中心に、銀行などから十分な金融サー

ベトナム
HD SAISON Finance
Company Ltd.

• 2015年5月設立（出資比率49%）
• リテールファイナンス事業

ビスが受けられていないアンダーサーブド層に対して、現地企業と協業のうえ、
ファイナンス商
品や金融ソリューションを提供することで、
ファイナンシャル・インクルージョンを実現し、
その地

インドネシア

域の経済発展に貢献していきます。

タイ

PT. Saison
Modern Finance

• 2015年9月設立（出資比率82%）
• デジタルレンディング事業、
リース事業

課題と取り組み

SIAM SAISON Co., Ltd.

• 2018年11月設立（出資比率30%）
• デジタル与信・決済事業

海外では、
グローバル事業を当社事業の大きな柱にするために事業基盤の整備に取り組んで
います。
ベトナムのHD SAISON Finance Company Ltd.において、二輪車や家電などの個品

フィリピン

割賦事業に加え、
クレジットカード事業をベトナム全土で展開しています。今後の会員獲得拡大

• ファイナンス事業開始に向けた準備を実施中

に向けて体制を整えるとともに、機能開発などにも取り組んでいきます。

中国
世尊商務諮詢
（上海）
有限公司

• 2005年3月設立（出資比率100%）
• コンサルティング事業

また、海外のアーリーステージのスタートアップを中心に投融資を行うSaison Capital Pte.

Ltd.では、新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら新規投資を再開するとともに、
アジ

シンガポール

アを中心としたアンダーサーブド層の個人・中小零細企業に対して、必要資金の融資を行うイン

Credit Saison Asia Paciﬁc Pte. Ltd.

パクト投資事業も開始しました。

• 2014年5月設立（出資比率100%）
• 海外事業開発・統括管理

これらの事業を通じてファイナンシャル・ インクルージョンならびに国際連合が掲げる持続可
さらなる挑戦を続けていきます。新型コロナ感染
能な開発目標（SDGs）への取り組みを推進し、

Saison Capital Pte. Ltd.

症の影響を受けたものの、
中間層やアンダーサーブド層などのメインターゲットの需要はコロナ
禍でも変わらず旺盛です。多種多様な現地パートナーと連携しながら、
グローバル事業を当社の

• 2019年6月設立（出資比率100%）
• 海外スタートアップ企業への投融資

柱となる事業へと育成します。
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カンボジア
Idemitsu Saison
Microfinance
(Cambodia) Plc.

Idemitsu Saison
Microﬁnance
(Cambodia) Plc.

• 2015年8月設立
（当社50%出資先の完全子会社）
• 融資・割賦事業

グローバル戦略

主要サービス

グローバル事業を当社事業の大きな柱にするために
利益貢献の高い事業への経営資源の集中投下

ビジネスの創出と複線化
〜Saison Capital Pte. Ltd. によるCVC事業とインパクト事業の実践〜

グローバル事業では利益貢献の高い事業へと集中的に経営資源を投下します。
ベトナムでの

Saison Capital Pte. Ltd.では、東南アジア、インドを重点地域として戦略投資を実施してお

合弁事業HD SAISON Finance Company Ltd.では2020年8月よりテストローンチしていた

り、次世代ユニコーンの発掘と事業連携を中心とした投資活動の推進により、
すでに複数案件へ

インドではKisetsu Saison Finance(India)
クレジットカード事業を2021年度より本格展開、

の投資を実行しています。
また、
インパクト投資についても、現状カンボジア、
インドネシア、
フィリ

Private Limited が現地格付機関CRISILより長期格付AA+を取得、現地金融機関からの資金調

ファイナンシャル・インクルージョンのセクターにおいてテクノロジーを活用した
ピンの3ヵ国で、

コンシューマーファイ
達により融資額を拡大していきます。
インドネシアでは、P2Pレンディング、

融資を開始しており、今後も東南アジアを中心に積極的な投融資を実施していく予定です。

ナンスを中心に事業基盤の強化を図ります。

CVC事業

Kisetsu Saison Finance(India) Private Limited
インド

• 東南アジアとインドを重点化した

• 現地金融機関からの資金調達により融資額拡大を目指す

戦略投資の実現

• ホールセールレンディング、提携レンディングに加え、
ハイブリッド型貸付開始

• LP出資や独自のスカウトプログラムを

• S＆P子会社であるインド格付機関CRISILより長期格付AA＋を取得

通じてブランディングやディールソースを
強化

インパクト投資事業
─ 現状─ 本格展開開始
対象セクター

対象地域

ファイナンシャル・
インクルージョン
テクノロジー

東南アジア

資産分類

戦略パートナー

プライベート・デット／
融資

提携による
リソース補完

投資先
（一例）

HD SAISON Finance Company Ltd.
• 個品割賦（二輪車・スマートフォンなど）
の拡大
ベトナム

• クレジットカード事業の本格展開

PT. Saison Modern Finance
インドネシア

新会社設立のうえ、
本フェーズ展開に移行

• P2Pレンディング、
コンシューマーファイナンスによる事業基盤の拡大
• 新戦略パートナーの選定の実現
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生活を創造

背景と方針

主要サービス

WEBサイト
「セゾンのくらし大研究」
をリリース

総合生活サービス企業グループの具体化に向けて、
グループ各社がさまざまな商品を投入し
ています。
マーケットニーズに合致したサービスを提供するグループ企業が、今後もお客様の暮

「総合生活サービス企業グループへの転換」へ向けて、当社グループ全体の総力を結集した

らしを上質で豊かにするソリューションサービスを開発し、同時に各社ネットワークを活用した

WEBサイト
「セゾンのくらし大研究」
を2021年9月に開設しました。
「お金」
「健康」
「家族」
のカテ

新規事業を創造することで、総合生活サービスの提供を目指します。
また、
ベンチャー投資や事

ゴリーを中心とした、50代からの暮らしにまつわる困りごとや悩みごとを解決するためのヒント

業提携、M＆Aなども活用してさらなる事業拡大を図ります。

やきっかけとなる情報をお届けするメディアとして、心配ごとの解決に向けた情報をさまざまな
切り口で発信しています。今後は、
ペイメント事業で扱うビッグデータを活用し、
シニア層の消費
行動から浮かび上がる興味関心の高いテーマに沿った記事を増やすなど、
マーケティングデー

課題と取り組み

タに立脚した科学的で特長のある情報メディアとして、対象世代にマッチしたコンテンツ拡充を
図ります。

「総合生活サービス企業グループへの転換」
に向けて、事業提携や合弁会社の形成などのさま
ざまな形態も模索しながら新規事業開発を進めています。特に広告ビジネス、
ヘルスケアビジネ
ス、
ペットビジネスなど、生活に密着した形でのサービス提供については、
ビジネスパートナーと
協業するなどして新規事業の創出を検討しています。
また、
お客様の資産形成ニーズを取り込ん
だセゾン投信 ㈱では、2021年4月に運用資産総額が4,000億円を突破しているほか、㈱ セゾン
ファンデックスについても、老後資金をサポートするための商品など、時代の変化や顧客のニー
ズに寄り添ったセゾンのリースバックが好評を博しています。

5つの事業とグループ各社全体でお客様のライフイベントに合わせた総合生活サービスを提供
ペイメント事業

リース事業
送金

借入

ショッピング

住宅購入
賃貸

ファイナンス事業

不動産
取引

資金調達
仕入

リフォーム

経費精算
業務効率化

投資
資産運用

貯蓄

福利厚生

エンタテインメント事業

https://life.saisoncard.co.jp/

相続
ライフイベント
（ 就職・結婚・子育て）
企業サイクル
（ 創業・成長・成熟・改革）

不動産関連事業

詳しくはニュースリリースをご確認ください。
https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/news_data/avmqks000000bn86-att/20210928_Release.pdf
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仕事の常識を疑い、
自ら考えて動く社員を増やし
改革を加速化する

生活を創造

Q

2020年度の取り組みと成果について教えてください。

従来の戦略人事部は、画一的な発信主義が色濃く出ていま
したが、現在のように事業が多様化したことで画一的内容の
価値が薄れてきました。可能な限り一人ひとりの思考や事業
のニーズに適合した研修を進めなくてはいけない、
と感じて

Q

経営ビジョン
「総合生活サービス企業グループへの
転換」
を掲げる中、戦略人事部担当役員としての
意気込みを聞かせてください。

います。
まず実態を知ること、
そのためには社員との対話が必

当社グループは経営ビジョン実現に向けた基本コンセプト

2019年度下期から2021年度第1四半期の半ばまで、手法を

「Digital」
「Global」
を据え、
リアルとデジタル
に
「Innovative」

組み合わせながら、戦略人事部とキャリア開発室がまさに人

の融合によるカスタマーサクセスの実現を目指しています。
こ

海戦術で面談や座談会を進めました。

要です。北海道から九州までの地方拠点とはオンラインで、本

常務執行役員
プロセシング事業部長（兼）
審査センター、
東京途上管理センター、
大阪途上管理センター、
戦略人事部 担当

社のスタッフ部門は対面やオンラインで対話を実現しました。

安森 一惠

の「Innovative」には、0から1を創造するという0・1人材だけ

地方拠点の社員には自分宛てに情報が届かないから知らな

そして10から100へと育
ではなく、1から10に実体化させる、

い、
という意見もあり、受け身ではなく自分で情報を取りに行

てる、場合によっては100を0に破壊する人材が必要だと思い

く必要性を伝えていますが、一方でコーポレート部門は情報

ます。

を届けているようで実態は届いていない、
という気づきにもな

症ではいろいろと苦労も多くありましたが、国内外の距離を飛

りました。

び越えて交流する手法を確立させてくれました。

の5つのワードの１つ
全社員共通の行動指針「CSスタイル」
に、
「常識を疑う」
という言葉を掲げています。従来はスタッフ

座談会では「一歩前に踏み出す気持ちがなければ何も変わ

部門での新規プロダクトサービスなどの創出を指すことが多

らない」
という言葉に背中を押されて、
当社の7割超の女性社

かったと思いますが、
ライン部門でも業務プロセスそのものを

員に向けてフェムテックのニーズを掴み、
その先のお客様によ

見直し、お客様に手軽に手早く喜びをお届けできるよう心が

い商品やサービスが提供したい、
という気持ちを貫いて提案

な行動の原点は、
どんな
けて取り組んでいます。
「Innovative」

したというケースを聞き、副次的にもよい作用があったのだと

部門にあっても従来は疑いの目を持たずに進めてきていた自

思います。

分の仕事に対する違和感をもつことです。

Q 「総合生活サービス企業グループへの転換」を

するうえで、必要な人材像について教えてください。

最も大切なことは多様化への対応だと思います。
お客様のお
困り事やお望みは一様でなくなってきています。
「総合生活サー

一方、
グローバル社員に対しては、新型コロナウイルス感染

ビス企業グループへの転換」
は、
お客様に心身ともに豊かだと

症によるパンデミックのため直接の対面機会は少なかったの

感じていただけるサービスをお届けすることを目標にしていま

社内事例を用いた研修が必要です。OJTも大切ですが「常識

ですが、
カンファレンスの場を用いて海外とつなぎ、他の国や

す。
これを実現するには、
当社社員自体が年齢も性別も国籍も

を疑う」見方ができるよう事業部・部門を横断し横串を刺した

地域の人たちも同じクレディセゾンという傘の下で活動して

ジョブランクも全く関係なく、世の中の出来事に興味関心をも

研修にも力を入れています。

いる仲間を紹介できたと思います。新型コロナウイルス感染

つ人であることが重要です。

こうした違和感が持てる社員を1人でも多く増やすために、
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今までの金融事業から総合生活サービス企業に変わるの

い、
と伝えました。
また、
常々女性が社内で存在感を示すことが

ついた登用や降格によって風通しをよくし新陳代謝を図って

は、一人の力でもなく、影響力のあるトップの力でもありませ

重要と考えていましたので、2020年11月に開始した、女性社

いく方法を考えなくてはいけないと思っています。社員が 70

ん。
一人でも多くの社員が自分の仕事と社会の課題を紐付けら

員だけで考えたセゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレ

歳あるいは 75 歳まで活躍するために、会社は何ができるの

れるかが重要な鍵になります。全社戦略としてはZ世代、女性、

ス®･カードというカードについては、役職者ではなく女性担当

か、社員個人もどう考えるべきかを明らかにできるようさらに

シニアといった、
ある程度のカテゴリーはありますが、
社員が自

者から話してもらっています。
マネジャーだけが会社で発言権

幾つかの人事施策が必要と感じています。

分の実体験を含めて考え、
提案・実現していくことが必要です。

や存在感をもつものでなく、
改革を起こすのは管理職ばかりで
はないと実感してもらっていると思います。

Q

今までの採用や研修・教育との違いなどをお尋ねします。

採用に関してはスキル採用・ジョブ型採用にシフトしていま

また、2017年9月に行った、同一労働同一賃金の法制化を
にらんでの全社員共通人事制度については、業務限定契約の
社員が自分のやりたいことを見出して声を上げてくれたとい

Q

社外との人材交流や社内公募も活発化していますね。

うよい点もありましたが、一方では昇進制度を廃止したことに
よる弊害もあると思っています。全社横断的な仕組みになっ

す。
中途採用の方には、今まで培ったスキルや経験を当社が今

はい、
出向者がとても多くなっています。例えば、現在、㈱サ

ていないので、
リスキリングやリカレントといったことを定着

目指す方向で十分に力を発揮していただき、既存社員とシナ

イバーエージェントと当社との合同会社である㈱CASMに出

させるのには逆行していると考えます。
あらゆる機会で面談を

ジーを出しながらチームとなって1足す1が3にも10にもなるこ

向し勤務している社員からは、
「新しい会社のため成果が出る

実施しても、
その時の内容が記録に残らないことをなくしたい

とを求めています。新卒採用では、
当社事業の中で何がやりた

までには時間がかかるものの、1人でも多くの社員にこの体験

と思い、現在は社員一人ひとりのプロファイルをきちんと管理

いか、
興味関心を深く聞き込む手法に変わっています。

を知ってほしい」
と前向きな発言を受けています。

できるタレントシステム構築に取り組んでいます。

育成は、役員や有識者によるオンライン研修を実施してい

また、2021年度から社内外の公募を30件ほど発信してお

ます。
例えば、
デジタル領域では取締役
（兼）
専務執行役員CTO

自分の働きたい仕事やポジショ
り、応募社員は約400名です。

があると考えていますので、所属長には総合生活サービス企

（兼）CIOの小野和俊から、また、法人営業を担当している執

ンは自分で掴む、
という社内競争原理を働かせるのは人事の

業グループになるというのはどういうことかという会社の方

行役員の嶋田かおりからは法人営業の心構えを、
ファイナンス

仕事だと思いますし、年功序列から脱却するためにも公募を

向性、
そして事業部が何を目指そうとしているのかという点を

を担当している常務執行役員の中山直喜から不動産ビジネス

常態化させる必要があります。事業部門はビジョンを明確に

ブレークダウンして、
だからこの仕事があるのだと社員一人ひ

の展望を、
それぞれ語ってもらいます。

表し、要員計画に基づく明確な人材ポートフォリオを創ること

とりに伝えてほしいと話しています。それらを踏まえて、社員

で、
「ビジョンがあるため勉強になる」
と社内口コミが広がり応

であるあなたは何の仕事をするのかというところまでがワン

募者数が増えるはずです。

パッケージです。
そこまで話せば、社員も自身のキャリアを考

私自身は2020年、女性社員限定のリーダーマインド研修を
行いました。
この研修で初めて短時間勤務者や育児休暇取得
者に門を開き、
短時間勤務でも休職中でも自分が欲しいと思う
情報を自分で取りに行く意識を持ってほしいこと、
自分がやり
たい仕事に向けては社内ネットワークも活用しながら可能な

加えて、社員の生の声の先に本当の意味での
「Innovative」

えざるを得ません。社員にとって、所属長の言葉はこれからま

Q

今後の課題をお聞かせください。

時間を割いてリカレントを行って欲しいこと、
そして決して出

我々の業界はデジタル化にシナジーがあるので、将来の人

産や育児というライフイベントを後ろめたいと思わないで欲し

手不足については大きな不安はありません。一方、
メリハリの
34

すます重要になるのです。
目に見えない空気や圧力を忖度す
るような雰囲気を排除し社員の心理的安全性を高めながら、
スピード感を持って改革が進められるよう戦略人事部も仕掛
けづくりをしていきたいと思います。

財務資本戦略

生活を創造

構造改革と新規事業の相互作用で
グループ全体のシナジーを実現する
常務執行役員

CFO
グループ企業統括
M＆A、

経営企画部、
リスク統括部、財務経理部 管掌

馬場 信吾

Q

2020年度の業績について評価、分析願います。

2020 年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受
け、純収益は2,826億円（前年比△9%）、事業利益は483億円

た。反面、
カード取扱高などに連動する営業関連費用の抑制

提携金融機関が政府の事業者支援に傾注した影響などによ

や資金需要の低迷による貸倒コストの減少などに加え、2019

と
「資
り、信用保証残高が減少しました。一方で、
「フラット35」

年度に発生した一過性のコスト増による反動もあったことで

産形成ローン」
は住宅購入時のサポートの推進や提携先との

となりました。
大幅な増益（前年比＋185%）

連携に注力したことで安定的に推移し、増収（前年比＋1%）増

の減収増益となりました。
（前年比+34%）

となりました。
益（前年比+18%）

リース事業においても新型コロナウイルス感染症による提

ペイメント事業では、
コロナ禍による店舗の休業や外出自

携先の営業自粛などの影響は受けたものの、
ほぼ前年並みの

また、不動産関連事業は営業自粛などの影響により減収

粛により提携先の店舗でのカード開拓や利用という当社の強

したことに加え、貸倒コストが減少した
純収益を維持（＋0%）

エンタテインメント事
（前年比△15%）減益（前年比△23%）、

みを活かせず、新規カード会員数やショッピングなどの取扱

となりました。
ことで増益（前年比+85%）

となりまし
高・残高が減少し、純収益は減収（前年比△10%）

セグメント別純収益
ペイメント
（億円）
3,200
2,400

88
172
431
122

リース

3,114

△9 %

0

不動産関連

2,826

500
55
（△37%）
145
（△15%）
434
（+1%）
122
（+0%）
2,091
（△10 %）

2,324

2019

2020

（年度）

400
300
200
100
0

19
69

361

483

54
（+85%）

2019

2020

400

1.58

1.69

1.64

1.52

1.0

179
（+185%）
（年度）
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0

特別引当金

600

3.0
2.0

金融資産の減損

（億円）

4.0

53
（△23%）

債権リスク ［連結］貸倒コスト
利息返還損失引当金

5.0

212
（+18%）

180
29
62

（%）

※
（ ）伸び率

+34%

円の事業損失を計上しました。

債権リスク ［連結］90日以上延滞率

エンタテインメント
（億円）

1,600
800

ファイナンス事業では、新型コロナウイルス感染症対応で

セグメント別事業利益
ファイナンス

業はライブの公演中止や施設の休業などの影響により17 億

2016

2017

2018

2019

1.29

2020 （年度）

200

0

505

433
273

159

2016

342

301

340

295

2017

6

318

352

42
1

2018

111

2019

231

238
238

87

2020

2021（年度）
計画
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以上のように、
コロナ禍での意図しないコスト減による増益
もありましたが、2021年度以降はコロナ禍の収束に伴うコス
トの反転を見込みながら、各事業ドメインでトップラインを伸
ばしていきます。

Q

資金調達政策についてご説明願います。

ノンバンクである当社においては、安価かつ安定的に資金
を調達することが営業活動に直結し、収益性向上にもつなが

達を同時に目指しています。

Q

リスクキャピタルマネジメントにおいて
注視していることは何ですか。

まず、
ペイメント事業では従来の人海戦術型の顧客開拓手

ります。
こうした事業モデルにおいては財務の健全性を維持

法を見直し、
当社の強みのリアルとDX推進によるデジタル化

し、格付を意識することが優先課題です。
その点で資金の手元

格付機関による格付を維持し、安定的な資金調達をするた

の融合によるカスタマーサクセスの実現などの事業構造改革

流動性やコミットメントラインを確保し、有事に備えるという

めの裏付けのひとつがリスクキャピタルマネジメントです。各

を実行していきます。例えばショップチャンネルとの提携は非

基本方針は変わりません。今回のコロナ禍でも安定的に運営

事業の想定リスク量の把握、特定事業に依存しないリスクの

常にうまく推移していますし、2020年11月よりサービス提供

できたと考えており、今後予想されるテーパリング（金融の量

分散、資産効率の向上、事業ポートフォリオの入れ替えなどに

を開始したスマートフォン完結型サービスSAISON CARD

的緩和策の縮小）や金利上昇などに備え、有利子負債の返済

よる余剰枠の拡大という一連のマネジメントにより、R&I（格

Digitalは非対面・非接触で発行でき、かつプロパーカード中

期限を分散化させるとともに、長期比率７割程度、固定比率６

（安定的）」の維
付投資情報センター）から取得している
「 A＋

心の展開であることから収益性も期待できます。

割程度を継続していきます。

持向上を目指します。

また、不動産関連事業は不動産価格が安定していることか

また、当社の主な資金調達方法は、銀行などの金融機関か

また、
リスクキャピタルマネジメントは、投資家の皆さまと

ら、今後の順調な推移が見込まれます。
エンタテインメント事

らの借入金のほか、社債やCP（コマーシャル・ペーパー）の発

エンゲージメントしていくためのツールのひとつであるととら

業は、
チケット販売業の㈱イープラスは㈱ソニー・ミュージッ

行による金融市場からの調達です。
その中で、2020年度は海

えています。2021 年度からはCSDX 戦略やグローバル戦略

クエンタテインメントと当社の合弁会社であり、財務基盤も安

外事業の規模の拡大を想定し、現地金融機関からの資金調達

について担当役員自らが説明する場を設け、投資家の皆さま

定していることから、
アフターコロナを見据えたうえで一定の

を目標としました。
しかし、
コロナ禍の影響と同時に日本での

とのエンゲージメントをさらに強化していきたいと考えてい

リスクを取りつつ新規コンテンツを仕入れることで、他社との

低金利による効率的な運用を重視したこともあり、予想してい

ます。

差別化に向けた取り組みをしています。

た水準には到達しませんでした。
ただ、
インドのS&P子会社の

当社は過去の厳しい経営環境下でも減配せず、
コロナ禍に

中長期的な目線では、総合生活サービス企業グループとし

格付機関 CRISILより長期格付AA＋を現地子会社が取得した

あっても安定した配当を継続してきました。今後も、
この安定

ての経営基盤を拡充していきます。社員自らが考えたサービ

ことは、今後の海外展開を加速させるためのひとつの大きな

配当の方針は継続していきます。
もっとも、現在は著しい成長

スを事業展開するSWITCH SAISONに加え、その役員版の

前進でした。今後もその時々の市場の動向に応じ、安定性とコ

が見込まれるグローバル事業に経営資源を投下すべき局面

Make New SAISON 2.0も始動しました。また、コロナ禍で

ストを重視した調達の多様化を図っていきます。

にあり、余剰リスクキャピタルを将来の成長に向けて有効に

も安定的に利益貢献する金融事業は、新たな業務受託ニーズ

2020年12月に開始したアジア向けインパクト事業へ投融

活用させ、過剰なリスクを取り過ぎないようにマネジメントし

が期待されます。事業構造改革による効率性の向上を目指す

資することに限定した、
当社が社債の発行体となるソーシャル

ていきたいと考えています。現在取り組んでいる事業構造改

施策と複数の新規事業を組み合わせて展開することによって

ボンドについても、現在、格付機関などと話を進めています。

革と、
グローバルな事業展開を推し進めた先に増配があると

各々のメリットを引き出し、
グループ全体でのシナジーを実現

SDGsへの取り組みをさらに進め、ファイナンシャル・インク

考えています。

します。

ルージョンの実現を通じたESGへのいっそうの貢献と資金調
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Q

アセットアロケーション戦略について
お聞かせください。

財務戦略の基本方針
■ 財務の健全性と手元流動性

2021年度開催のALM（資産および負債の総合的管理）委員

当社の財務戦略では、事業モデルを踏まえ、財務健全性（信用格付A＋）
を意識した経

（加重平均コスト）
やROIC
（投
会では、
主要な事業ごとのWACC

営を行っています。
この格付に見合うリスク量である信頼水準を99.75％として計測し、

下資本利益率）
を算出し、
アセットアロケーション戦略の立案に

それぞれの事業や関係会社ごとに定量化して必要最低資本を配賦するリスクキャピタ

活用していく方針です。
その過程で、
資本の効率的な活用による

ルマネジメントを行っています。
ここから導きだされた投資可能枠から
「成長への投資」

収益性と事業の成長性のふたつの観点から、
これまでより一歩

や
「株主還元」
を実施しています。
これらを算出することによってリスクが高い海外など

踏み込んだ議論が進み、
それを受けた各事業部での議論も深化

の投融資や自社株買いなどであっても投資可能枠の範囲内であれば機動的に意思決

ALM委員会には本来メンバーで
していくものと考えています。

定できるようにしており、財務健全性の維持・向上を重視しています。

はない社外取締役から参画したいとの要望があったため、
一緒

当社が財務健全性の維持に向けて特に留意しているのが、有事に備えた資金の手元

に議論をしていることから、
それぞれの専門領域を活かした厳

コミットメントライ
流動性の確保です。
当社グループの総資産は3兆円超あるのに対し、

しいご意見のもと、活発な議論になることを期待しています。

クレジット債権の流動化枠として約1,800億円、手元資金で約
ンとして約3,000億円、

1,000億円と、約5,800億円の手元流動性を確保しました。

Q

最後に
「総合生活サービス企業グループへの転換」
に
おける財務戦略のあり方についてお聞かせください。

適切なリスクキャピタルマネジメントによる
財務の健全性（信用格付Ａ+）
の維持向上
各事業の想定リスク量の把握
特定事業に依存しないリスク分散
資産効率（=利益率）
の向上
事業ポートフォリオの入れ替えによる余剰枠の拡大
余剰資本の配分
成長分野への積極的な投資

利益基盤拡大に伴う
安定・継続配当

国内外の戦略投資
（資本提携・M＆A）

2021年度

予想1株配当
45円

各事業における
新規提携などへの投資

当社グループでは資金調達において安定性とコストを重視し、調達手法の多様化を

30,000

当社に入社して以来、堤清二氏に始まった文化を創る社風

図っています。
主な調達方法では、
銀行、
系統金融機関、
生命保険会社、
損害保険会社との

20,000

を残そうとする意識を強く感じてきました。
このような文化も

相対取引のほか、
シンジケートローンやコミットメントラインの設定といった間接調達、
ま

10,000

含めた感覚的な側面は、
財務上のバランスシートには載りませ

た普通社債やCPの発行などの直接調達に取り組んでいます。
間接調達については、長期の安定的な取引が望める金融機関を新たに開拓し調達先

社独自の経済圏の基礎になると思います。
そこでの私自身の役

の分散化を図るなど、
リファイナンスリスクの軽減に努めています。
また、直接調達につ

割のひとつは、当社の文化を背景とした価値を対外的に説明

いては普通社債やCP以外に、当社の信用状況に左右されない債権の流動化など資金

するために、
定量的な情報に基づいてステークホルダーと対話

調達手法の多様化により、流動性リスクの軽減やコスト削減を図っています。

0

CP

社債

債権流動化

22,011
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2018

2019

2020（年度）

長期・固定借入比率推移（単体）
長期借入比率

（%）

また、今後東南アジアでの事業を拡大していくに伴い、為替リスクの軽減策について

スタート地点に立ったところです。
当社の事業戦略と創造する

も検討が必要です。国内での円調達に為替予約や通貨スワップ等を絡ませたヘッジや、

60

価値をステークホルダーの皆さまに十分に説明し、
その評価を

現地での資金調達によって為替リスクに対応していきます。

40

80

0
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18,509

19,516

※ フラット35事業に伴う流動化借入金を除いて算出

し、社内と社外をつなぐことであると考えています。今は、
その

踏まえながら財務戦略を検討・実行していきたいと思います。

19.3%

資本効率の向上を図る
自己株式取得

（億円）

ん。
しかし、
これらの非財務情報が国内・国外へ浸透すれば当

予想配当性向

有利子負債残高推移（単体）
借入金

■ 資金調達手法の多様化

適切な株主還元

固定金利借入比率
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リスクキャピタルマネジメント

株主還元

当社では、企業価値の向上にむけて、事業利益、ROE（自己資本利益率）、
自己資本比率を重要

当社では企業体質の強化と継続的な事業拡大に向けた取り組みが、株主価値の増大のために

な経営指標に位置付けています。
なかでも独立系ノンバンク企業の当社にとって、一定の自己資

重要であると考えています。利益還元については、
これらを実現する内部留保金の充実を図る一

本比率を確保することは、財務安定性を構築するうえで不可欠との認識のもと、格付機関の意見

方、株主に対しては安定かつ継続的に配当を実施することを方針としています。

なども参考にしたうえで、
中長期的に自己資本比率15％を意識した運営を行っています。

過去を見ても、
不動産子会社再建に伴う赤字計上時も安定配当を維持してきました。
今回のコロ

リスク管理についてはALM委員会で、事業ごとのリスクの定量化やリスクキャピタルの活用方

ナ禍でも、
配当予想は据え置いています。
ノンバンクにとっては、
事業運営をするうえで、
一定の自

針、WACCやROICのターゲットなどを議論しています。

己資本を有することが重要であり、
今後も業績や一過性の要因に左右されることなく、
安定的に配

個別の投資案件については、投資戦略会議において、
ファイナンスやデジタル、
グローバルに

当を実施できるよう注力していきます。
一方で、
自己株式の取得についても、
いつでも実施できる強

精通したメンバーだけでなく、
財務・会計・法務・リスク統括などの多角的な視点を交えて議論し、

固な財務体質を維持しながら、
必要なタイミングで機動的に対応できるよう準備をしています。
当

リスクを洗い出した後で、執行役員会や取締役会で投資判断を行っています。投資額の規模が大

社の企業価値の向上に向けては、
債権者の方々ともしっかりとした対話を通じて目線を共有してい

きいものや海外への投資案件などについては、外部の有識者の力も借りながら考えられ得るリス

くことも重要であり、
株主や債権者双方のバランスを考慮しながら対応を進めていきます。

クを洗い出し、
その対応策などについて取締役会で議論しています。
資本政策（リスクキャピタルマネジメント）

中長期的な経営指標

10 %超

各事業ごとにリスク計測し、
リスクキャピタルを配賦するALM管理を導入

ROE

A+維持に必要な水準をEaR（Earnings at Risk）
などで信頼水準99.75%として将来の損益変動リスクを計測

自己資本

トラックレコードの更新およびB/Sの増減を反映し、定期的に再計測を実施

事業別に分類された
アセット

連結自己資本

5,435億円

ペイメント
事業

リース
事業

ファイナンス
事業

不動産
事業

2020年度

グローバル
事業

信用保証
事業

各事業への配賦リスク

など

リスク要素
金利
貸倒
リスク リスク

価格
変動
リスク

連結自己資本はIFRS第9号の
適用による影響を除く

3,968億円

配当 70億円
必要最低資本 1,087億円
投資可能枠 309億円

余剰
キャピタル

1,396億円

1株当たり配当金と配当性向推移

経営指標の推移

自己資本比率

リスクキャピタルの配分方針
余剰リスクキャピタルのうち、
連結自己資本の20％は
として確保
必要最低資本
（1,087億円）

1株当たり配当金
（%）

5,309

5,000

15.6

必要最低資本を除く投資可能枠309億円は、
成長性の高いグローバル事業に
積極的な資源投下を行う。
M＆A含め、
また、
株主還元や成長機会拡大のため、
新規ビジネスに対して経営資源投下も積極化
加えて、
コロナ影響を大きく受けたペイメント事業は
LTV最大化に向けた取り組みに資源投下

20

（円）

15

60

10

3,500

将来に向けた成長投資や既存事業の持続的な
成長の実現に向け、
資本コストを意識した
事業ポートフォリオの見直しを行い、
捻出した経営資源の再投下を通じ、
事業ポートフォリオの最適化を進める

0

38

42.9

40

30

システム移行完遂
（第2段システムリリース）

5

アトリウム
再構築計画の完遂

貸金業法
完全施行
アトリウム
事業再編
（会社分割）
29.3

45
35

23.7

13.5 14.9

60

45

43.6

24.1

45 45

31.4

19.3
19.5

0

0
2016 2017 2018 2019 2020 （年度）

（%）

共同基幹システム
第1段リリース

21.6
16.8

20

7.1

配当性向

58.3

80

アトリウム
再建計画
開始

4,500

4,000

安定継続配当

経営課題直面時において、過去一度も減配なし

ROE

（億円）

5,500

配当方針

15%程度

自己資本比率

30

15

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021（年度）
予想
当期純利益（億円）
▲555

186 128 94 327 255 126 261 422 383 305 228 361 365
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