
当社グループの事業には、外部環境に関わるリスク、財務面に関するリスク、業務面に関するリスクなど、さまざまなリスクがあります。この中でこれまでも対処してきた業界共通のリスクについては、

引き続き対応を強化するとともに、外部環境の変化によって出現したリスクについては中長期的視点で評価し、対応策を講じていく必要があります。投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（2021年6月23日）時点において当社グループが判断したものであります。

業界共通のリスク

リスク 内容 対応

経済状況
国内外の経済環境（景気後退に伴う雇用環境、家計可処分所得、個人消費など）
の悪化に伴う、当社グループが提供するクレジットカードやローン、信用保証およ
び不動産担保融資などの取扱高の減少や債権回収率の下落

 RCM（リスクキャピタルマネジメント）による格付の維持に必要な事業別リスク
キャピタルの算出と余剰リスクキャピタルの範囲内でのリターン最大化

資金調達
金融機関からの借入金、社債やCPの発行などの資金調達のうち、調達期間が一
年以内のものが相当額あることによる流動性リスク

資金調達のうち長期化・固定化の一定割合の維持、コミットメントラインなど流動
性補完枠の設定、社債や債権流動化など直接調達の実行による多様化の推進に
よる流動性リスクの軽減

マーケットリスク
• 上場会社・非上場会社の株式、ベンチャー企業投資ファンド、債券、不動産およ
び不動産ファンドなど投資資産の価格下落リスク

• 金利上昇時の調達金利の上昇
RCMやALMの導入と活用によるマーケットリスクの適切な管理

金融商品の減損
（貸倒引当金）

国内外の経済環境（景気後退に伴う雇用環境、家計可処分所得、個人消費など）の
状況の変化による、多数の顧客に対する債権の返済がなされないリスク

継続的な債権内容の健全化と、与信限度額、信用情報管理、内部格付など与信管
理に関する体制を整備・運営、債権状況モニタリングなどの与信管理体制の強化に
よる適切な貸倒引当金計上

各種規制および
法制度の変更

• 国内の当社グループにおいて利息制限法改定前に弁済を受けた利息制限法に
定められた利息の上限金利を超過する部分に対する、顧客からの返還請求額の
増加リスク

• 規制の変更などにより一定のサービスを停止せざるを得ないリスク

• 返還実績などの検討や、利息返還の請求動向も見据え、現時点において必要と
される引当額を計上

• 法令を遵守しながら、新たな規制に則したサービス開発の迅速な対応

未来を創造リスク・機会への対応
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中長期で対応が必要なリスクと機会

リスク 内容 対応

気候変動に伴う
大規模災害の
発生

リスク 気候変動に伴う自然災害や異常気象の増加などによる保有資産の物理的な損害、社員への人的被害 • BCPの策定と定期的な実効性の確認、教育、訓練の実施
• オーソリゼーションシステムを関東と関西へ分散することによるクレジットカードの
利用環境整備

• 2021年8月、代表取締役（兼）社長執行役員COOを委員長とするサステナビリティ推進
委員会を新設し気候変動を始めとする対応を強化

機会 BCP（事業継続計画）策定・教育によるお客様、取引先の皆さま、社員からの信頼向上

新型
コロナウイルス
感染症の影響

リスク 景気の下振れ、企業の倒産や個人消費の減退、新型コロナウイルス感染症の流行が収束せず緊急
事態宣言の発令や延長が繰り返されるリスク

• 社員の健康管理や予防策の徹底、SAISON CARD Digitalを活用した非対面型の新
規会員獲得モデル構築による従来と異なる顧客層へのサービス拡充

機会 新型コロナウイルス感染症による顧客心理・行動様式の変化を踏まえた事業構造転換への着手

競争環境
リスク 規制緩和および技術の進展によるペイメント業界への異業種からの新規参入などによる競争激化 • クレジットカードやプリペイドカードをはじめとするプラスチックカードの発行に加え、

スマートフォン決済や提携先アプリと連携したQRコード決済、スマートフォン完結型決
済サービスSAISON CARD Digitalの提供など、キャッシュレス社会実現に向けて、お客
様の利便性向上を目的とした多種多様な決済プラットフォームを実現 機会 異業種との協業による新たな事業領域や新商品・サービスの開発

主要提携先
との関係

リスク 重要戦略である業務提携や資本関係を結ぶ提携先の業績悪化、提携先との業務提携条件変更や提
携解消 • 既存提携先とのリレーション強化

• 多様な業種・業界のパートナーとの新規アライアンスの推進による特定の提携先に
依存しないビジネスモデルの構築機会 提携先である企業や団体との提携を通じた会員獲得やサービス商品販売チャネルの拡大・多角化、

双方の顧客基盤などを活かした事業展開

海外事業展開
リスク 事業を展開する所在国の市場動向、競合会社の存在、政治、経済、法律、文化、宗教、習慣、為替、その

他のさまざまなカントリーリスク • 複数の国・地域への進出によるカントリーリスクの分散と、定期的な所在国のリスク
分析およびモニタリングを通じたリスクの軽減  

機会 銀行口座を保有していない、金融サービスを受けられない層が多い国・地域における既存・新規
サービス展開

システムリスク
および

サイバー攻撃
リスク

リスク
• コンピュータシステムの不具合、通信回線の障害などによるシステムの機能不全
• サイバー攻撃などによる個人情報（会員情報）や機密情報などの漏洩や不正利用による信頼性低下

• 重要なシステムのバックアップの確保など、コンティンジェンシープランの策定
• 社員の情報セキュリティ意識の向上、被害の最小化などサイバー攻撃対応策の整備
• 個人情報保護法に定められる、個人情報の適切な保護措置や体制整備、プライバ
シーマークの取得  機会

• 長年のノウハウが蓄積された基幹システムの外販
• 外部パートナーとの協業による不正利用防止技術を活用した安全な決済システムの外販

事務リスクの
顕在化

リスク 手作業による大量の事務処理に起因する過失や不適切な事務処理の発生リスク • 事務取扱マニュアルの制定、事務処理状況の定期的な点検、社員の誤謬・不正を防止
し、早期発見するための内部通報制度の整備、運用

• システム化とRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）などの導入による事務
処理の自動化を推進  機会 提携カードやパートナーにおける事務処理代行需要の拡大

人材の育成
および確保

リスク 顧客に付加価値の高いサービスを提供し、先進的な商品・サービスを開発するための、多様な人材
確保ができないリスク、人材の社外流出のリスク

• 社員のニーズに応じた勤務や副業制度の整備や雇用形態の統一による公平な機会
の提供、スペシャリスト・エキスパート制度など社員の能力や特徴を活かせる人事制
度の採用による優秀な人材の確保 

• 手上げ選択式の研修プログラム、年代別キャリア形成セミナーなど支援制度の導
入、長期的・多角的な育成・キャリア形成に取り組める環境整備による挑戦する文化
創り

機会 デジタル人材確保による新サービス・商品開発

リスク・機会への対応

 P27　顧客戦略

 P28　グローバル戦略

 P41　クレディセゾンのESG経営

 P44　健康経営 P20　中期経営計画の進捗

 P22　事業戦略

 P33　人材戦略
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お客様と50年間を共に歩むファイナンスカンパニーを目指して

SDGs目標達成への
貢献

株主

お客様

社員

お取引先

行政機関

地域社会

ステークホルダーとの
価値共創

社会・環境課題

気候変動

人口構成など
社会構造の変化 デジタル化

格差社会の進展

社会・環境課題に
対処するための「５つのP」

People
人材  

Partnership
パートナー
との協働 Prosperity

地域振興

Planet
環境配慮 Peace

社会貢献

ESG経営の実践

GovernanceEnvironmentSocial

クレディセゾンのESG経営

2021年8月、サステナビリティ活動に関する代表取締役の諮問機関と
してサステナビリティ推進委員会を設置しました。持続可能な社会の実

現に向けて、グループ全体で事業を通じた社会・環境課題解決への取り

組みを強化します。社会・環境課題に対し、従来は「点」の活動であったも

のを本委員会によってつなぎ合わせ、「面」として立体的かつ具体的に取

り組みを進めていきます。

本委員会の決定事項の推進や委員会への報告提案のために「気候変

動戦略推進WG」「DE&I推進WG」の２つのタスクフォースを置き、TCFD
への賛同を進めるとともに、女性活躍をはじめとするダイバーシティ、エ

クイティ＆インクルージョンを推進します。

代表取締役（兼）社長執行役員COOを委員長とし、社内外、男女、また
グローバル視点を持ったメンバーで構成し、多様な意見の交換を図って

います。

2021年度は本委員会設置初年度として毎月委員会を開催し、次期中期
経営計画へのサステナビリティ戦略の反映を行っています。

未来を創造

答申

報告

諮問

報告 指示

サステナビリティ
推進委員会

取締役会

代表取締役

気候変動戦略
推進WG

DE&I
推進WG

社会から必要とされる企業であり
続けるためには、ステークホルダーか
ら「何が求められているか」を理解し、
企業活動に反映させていくことが重
要です。ステークホルダーからのご
期待や厳しいご意見を常に真摯に受
け止め、当社の企業価値の向上と持
続的成長に結び付けていきます。

ステークホルダーとの価値共創

「サービス先端企業」という経営理
念のもと、当社独自のノウハウ、経営
資源、そして社員一人ひとりの経験
を活かし、クレディセゾンだからこそ
できる社会の発展・課題解決に向け
て、日々の事業を通じて貢献するこ
とで、今よりもっと便利で豊かな持
続可能な社会をつくっていきます。

基本的な考え方

当社にとってSDGsへの貢献は
大きな目標の一つです。「社会的価
値」と「経済的価値」の同時創出はグ
ローバル事業を展開する企業の責
務として、ESG経営を着実に推進し
ています。推進にあたり、SDGsのイ
ンクルージョン実現のための「5つ
のP」を切口に、社会・環境課題に取
り組んでいます。

SDGsへの取り組み
サステナビリティ推進委員会メンバー

委員長 水野 克己 代表取締役
（兼）社長執行役員COO

副委員長 馬場 信吾 常務執行役員 CFO

委員

森 航介 専務執行役員

安森 一惠 常務執行役員

嶋田 かおり 執行役員

大槻 奈那 社外取締役

アドバイザリー

葉山 誠様
（公益財団法人 地球環境戦略研究機関フェロー）

サステナビリティ推進委員会体制図

サステナビリティ推進委員会の新設

■ 2021年度の活動について
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「サービス先端企業」として
持続的成長を図る

学びを習慣化し、
自ら主体的にキャリアを
形成できる仕組みを整備
• キャリアディベロップメント
シート

• 1on1ミーティング
• オープンチャレンジ
• 選択型研修

一人ひとりが挑戦し続けられる
企業文化の醸成
• CSスタイル
• SWITCH SAISON
• SAISON CONFERENCE
• Make New SAISON 2.0
• CSスタイルチップ

「健康経営優良法人
2021」に認定

業務効率化とスマートワークを
実現するワークスタイルに変革
• 未来に続くオフィスの実現
• 働き方への意識改革 社員区分を撤廃し、

「担う役割」で
処遇を決める
（同一労働同一賃金）

フレックスタイム制や
テレワークなど社員が
自律的に、より生産性を
目指した環境づくり

健
康
経
営

キ
ャ
リ
ア
開
発

クレディセゾンの風土

企業価値向上

全
社
員
共
通
人
事
制
度

ワー
クラ

イフ

バラ
ンス

の

制度
や取

り組
み

オフ
ィス環

境の整備

人材戦略

人材 未来を創造

性別・学歴・国籍・バックグラウンドなどが異なる多様な社員が、
個性を活かしながら自ら主体的にキャリアを形成できる仕組みを整備し
Innovativeな人材による改革の加速化を図ります。 「社員一人ひとりのポテンシャルを

引き出す環境・風土創り」を目指して、

2017年、これまでの専門職社員やメイ
ト社員（パートタイム）といった社員区

分を撤廃し、アルバイト社員を除く全

社員を無期雇用の「正社員」とし、それ

ぞれの「担う役割」に応じた処遇（同一

労働同一賃金）を実現しています。

多様な働き方の実現

仕事と家庭の両立支援

持続的成長に向けて、人事制度を改革～全員活躍を推進～

ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンを支える制度・取り組み

総合職社員

月給 確定拠出年金賞与
無期雇用

専門職社員

月給 賞与
無期雇用

嘱託社員

月給有期雇用

メイト社員（パートタイマー）

時給有期雇用

• 社員区分を撤廃、全員無期雇用に
• 役割等級に基づく、同一労働同一賃金を実現
• 全員に賞与を支給
• 確定拠出年金、福利厚生などの各種制度を
統一

正社員

月給

確定拠出年金

賞与

無期雇用

現在
2017年
9月16日～

制度改定前
2017年9月
まで

制度 内容

テレワーク勤務 在宅勤務やモバイルワークを活用することで、通勤や移動時間を有効活用し、生産性向上と活躍推進につなげて
います。

フレックス
タイム制

1ヵ月の総労働時間の範囲で、出勤日の労働時間を自分の裁量で決めることができます。部門特性に応じた、最適な
働き方を実現します。

1時間単位有休 有給休暇を、一日単位、半日単位に加え、1時間単位で取得可能とすることで、多様な目的のための活用が可能です。
（年間5日間分を上限）

短日・短時間
勤務

育児・介護に限らず、就業時間後の自己啓発などのための短日・短時間勤務が可能です。（年間休日数最大168日、短
縮時間最大2時間、30分単位で取得可）

副業 条件を満たせば副業が可能です。社外での経験を本業に還元すること、社員のキャリアアップにつながる働き方を
応援しています。

制度 内容

育児休業

子どもが満3歳になる年度の3月31日までの育児休業取得が可能です。育児休業期間を1年に限定しないことで、仕
事と育児の両立体制をしっかり整えることができます。その間は自己啓発を通してキャリアアップに励むなど、その人
に合った過ごし方をすることで、スムーズな職場復帰につながります。復帰後も短時間勤務制度を活用し、キャリアと
ライフのバランスを保ちながら柔軟に働くことが可能です。

配偶者出産休暇 配偶者の出産当日前後30日以内において、5日の有給休暇を取得できます。
つわり休暇・
通院休暇

妊娠中の女性社員が、つわりのためもしくは産後就業が困難であることを申し出た場合あるいは妊娠中もしくは出産
後1年以内の女性社員が、健診のため通院を申し出た場合には、必要な日数の休暇の取得が可能です。

子の看護休暇
小学校就学前の子どもを養育する社員は、病気・怪我をした子どもの看護、子どもの予防接種および健康診断の受診
の為に、子どもが1人の場合は年間５日間（有給）、子どもが２人以上の場合は年間10日間（6日目以降は無給）、1日、
半日単位、時間単位で休暇の取得が可能です。

介護休業 介護事由を抱える期間中、勤務時間を短縮して働くことができるほか、1年間を上限とした介護休業の取得が可能です。
その他、対象家族の人数により年間最大10日間、1日、半日、時間単位での取得が可能な介護休暇制度も備えています。

関連するステークホルダー

社員
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1980年 1990年 2000年 2010年 2020年

’82 新卒、中途採用ともに女性の
 積極採用を実施
’89 勤務地コースを導入
 （全国型・地域限定型）

’92 育児休業制度の導入
’93 介護休業制度導入
’97 育児介護短時間勤務
 制度の導入

’12 介護休業期間の延長、短時間勤務制度の拡充（短縮時間の選択肢を拡大）
’13 短時間勤務制度の拡充（通常勤務復帰後の短時間勤務再取得）
’16 テレワーク導入実験を開始
’17 役割等級制度および働き方の柔軟性を高める各種制度（1時間単位有休、
 事由を限定しない短時間勤務、テレワーク、フレックスタイム制）を導入し、
 全社員に適用
’18 農園「セゾンファーム戸田」開設による障がい者雇用促進
’19 オフィスリニューアルによるワークスタイル変革の取り組み

’07 短時間勤務制度の拡充
 （小4の4/15まで取得可能）
’07 カウンター限定職の
 職務範囲を営業全般に拡大
’07 「配偶者出産休暇制度」導入

’20 コロナ禍におけるテレワーク
 適用範囲拡大
’21 事務チーム組成による
 障がい者雇用促進

新卒、中途問わず通年で採用活動を行っています。定着のための

サポートとして、就業を支援するツールの導入や研修、定期面談など

を実施しています。また、新しい雇用の場の創出として屋内でハーブ

を育てる「セゾンファーム戸田」や社内の事務業務を集約した「ユビ

キタス事務チーム」を開設し、いっそうの雇用促進を進めています。

全社員の約7割が女性である当社は、女性社員がライフイベントによって就業の継続やキャリ
ア形成を諦めることなく、また全社員が意欲高く働き続けられるように、社員の声を聞きながら

制度拡充を進めています。こうした活動が評価され、4年連続で「MSCI日本株女性活躍指数」の
構成銘柄に選定されています。現在、女性管理職比率（部

長職・課長職・係長職）は52.0％となっています。

社員一人ひとりの成長とキャリア形成に向けて、期待される役割を理解して、自ら学ぶことを習慣化し自律的に取り組むことを支援しています。また、個々人の状況把握や、希望するキャリアへのサポー

トに努め、働きがいのある環境づくりと満足度向上に努めています。

多様な人材の活躍支援

人材育成・キャリア開発

人材

■ 障がい者雇用促進と定着のための支援

■ 女性活躍のための支援 多様な人材活躍・支援のあゆみ

キャリア
ディベロップメントシート

これまでの経験・志向と今後のキャリア・成長について申告します。これからのキャリアの方向性を考えることで、実現に向けた能動的な行動につなげます。申告内容は、人材育成計画や最適な人員配置の
参考に活用します。

キャリアデザインプログラム 年代別の期待役割、個人のキャリア形成における課題に応じた自律的なキャリアを考えるためのサポートを行います。
人材育成会議 年1回、上司が集まって社員（部下）の育成プランを議論します。本人の希望も踏まえ、複数の視点で一人ひとりに合った育成方法を明確にし、社員の成長をサポートします。
1on1ミーティング 上司と部下が双方向でコミュニケーションを行い、安心して挑戦できる環境をつくります。
夢中力チャレンジ 年１回、部署異動の希望を申告できます。自身のキャリアアップ、会社への貢献イメージをもつ社員が、直接、人事部に対して申告できる制度です。
オープンチャレンジ 新規ビジネス立ち上げ時や部署新設時など、該当ポジションの募集を行い、社員自らが上司を通さずに応募できる制度です。
ジョブコンペティション 課長職以上の社員が年1回、希望するポジションを申告することができます。また、新会社立ち上げの希望を出すことも可能で、すべての申告内容に経営者が目を通し、組織・人事改定時の参考として活用されます。
選択型研修 社員が自らの意思で自らの課題に合った研修やキャリア形成のために必要な学びを選んで受講できるプログラムを用意しています。
その他、管理職を対象とした基礎知識（制度・考課教育など）、マネジメント、コミュニケーション、メンタルヘルス、ハラスメントなどに関する研修などを実施しています。
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健康経営

人材

「サービス先端企業」として新たな価値を創出し続けるために、社員一人ひとりが常に

ベストコンディションで、最高のパフォーマンスを発揮すること、また、社員とその家族の

幸せ、お客様、取引先によりよいサービスを提供することを目指しています。

クレディセゾンでは、健康維持・増進を重要な経営課題と位置づけ、これを推進するた

めの組織体制を構築し、さまざまな取り組みを行っていきます。

「がんアライ宣言・アワード」
にて「ゴールド」を受賞しま
した。

2020年がん対策推進企業ア
クションにて「がん対策推進
優良企業」を受賞しました。

2021年7月健康優良企業
「銀の認定」を取得しました。

健康経営優良法人2021に
認定されました。

健康・安全の確保は、全ての業務に不可欠な要素である。
健康に関する基本的な考え方を次のとおりとする。

① 社員にとって、健康は生涯設計実現のための重要な要素である。
② 会社にとって、社員の健康はその能力を十分に発揮し、事業活動や社会活動に貢献する
うえでの重要な要素である。

③ 健康は社員が自分で守るものであるが、会社はその活動を支援する。 

基本理念

健康経営宣言

• 会社は安全配慮義務を遵守する。
• 会社は、必要な安全管理体制を整備する。具体的には作業環境、職場環境の管理、健康管
理などを推進するとともに、管理監督者および社員に対して安全衛生教育を行う。

• 社員は自ら安全確保および健康増進に努める。

① 社員は会社が実施する健康管理活動に積極的に参加する。
② 活き活きと業務ができるよう自己の健康管理に責任を持つ。

• 女性の健康への取り組み
• がん対策
• 生活習慣病・喫煙対策

• 労働時間適正化、ワークライフバランスの取り組み
• 仕事と治療の両立支援

「健康なココロとカラダ」をつくる 「誰もが働き続けられる職場」をつくる

取り組み方針

戦略人事部内にある健康推進チームが中心となり、社員の健康保持増進活動を推進しています。

社員が心身の健康に関する相談をスムーズにできるよう体制を整えています。

■ 推進体制

■ 取り組み内容

■ 外部からの評価

代表取締役（兼）社長執行役員COO

代表取締役（兼）副社長執行役員CHO

全国各拠点

各事業部の衛生委員が中心となり
事業所ごとの健康推進施策の実行・運営

戦略人事部

• 健康経営の立案・推進
• 安全衛生・労務管理
• 健康保持・増進策実行
• 病休職者サポート

産業医　2名
保健師　3名 連携

パレット健康保険組合

詳しくは当社ホームページをご確認ください。  https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/diversity/health/
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お客様へのZoomを使った
オンラインセミナーの開催成功すごい！
“お客様に来社いただかないとできない”

と思い込んでいましたが、
一度にたくさんの方と接点が持て、

お客様にもご足労をかけずにWin-Winでしたね！
私も見習っていきたいです！

#チャレンジする　#常識を疑う

経営理念

サービス先端企業

価値観

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

CSスタイル

経営理念実現のために、
社員に求められる行動指針（仕事のスタイル）

チャレンジ
する 常識を疑う やりきる チーム力を

高める
自分を
高める

人材

社員のアイデアを迅速に事業化する社内ベンチャープログラムSWITCH SAISONを2021年
10月までに5回開催。累計約900件の応募の中から事業化提案が採用されています。全社員の
幅広い世代からアイデアを募り、事業化のためのメンター制度による支援などを整備すると同時

に、採用案件発案者の柔軟な人事異動も実現しています。

日ごろ表面化しにくい仕事による成果や貢献などに

対して、社員同士が互いにインセンティブを贈り合え

るピアボーナス制度を導入しています。CSスタイルに
沿った行動や取り組みに対し、社員同士で感謝の言葉

や賞賛の意味を込めてチップを贈ることで、拠点や部門

を超えたコミュニケーションの活性化とモチベーション

の向上、CSスタイルの実践促進につながっています。

社内ベンチャープログラムSWITCH SAISON

SAISON CONFERENCEやMake New SAISON 2.0のイベントを開催

社員のモチベーション向上とグループの一体感醸成に向けて取り組みを進めています。役員版

SWITCH SAISONのMake New SAISON 2.0では各役員が新事業を提案。また、会社の現状と
経営戦略への理解を深め、失敗を恐れず挑戦する企業風土を創造すべく、CEOや各役員から当
社のビジョンと戦略を共有するSAISON CONFERENCEを開催しました。

■ ピアボーナス制度CSスタイルチップ

一人ひとりが当社らしさを体現するために全社員共通の行動指針をCSスタイルとして掲げて
います。経営理念「サービス先端企業」の実現につながる行動指針として、日々その実践に取り組

んでいます。

CSスタイル

2021年春、サンシャイン53階フリースペース「キャンプ」の新設、52階休憩室のリニューアル
を実施しました。スカンディアモスとは、スカンジナビアの自然から生まれた環境に配慮した天然

素材で、装壁の一部にスカンディアモスを設置する事で室内に漂うアンモニア、アセトアルデヒ

ド、酢酸など有害物質の浄化効果を図り、環境に

配慮した空間の創出に寄与しました。

今後も環境に配慮した商材をオフィス空間の

構築時に使用する事で、環境改善への取り組みを

継続していきます。

53階フリースペース「キャンプ」、52階休憩室へのスカンディアモス導入について
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Special feature

人材

社内ベンチャーSWITCH SAISON

社員がアイデアを生み出す風土を醸成し、社会のニーズやマーケットの変化に対応した新サービスを創出するという目的で始まったSWITCH SAISONは、
ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンの実現に向けた社内の教育活動にもつながっています。

「SWITCH SAISON」の第一期としてスタート。2021年3月
までに90回約4,000名の学生に受講いただきました。社員講
師が実務で培った知識を活かしリアリティのある授業を提供

しています。双方向コミュニケーションを意識したオンライン

授業も開始しています。

2022年4月の民法改正による成年年齢引き下げにより、若
年層の金融トラブル増加が懸念されています。本プログラム

によって正しい金融知識を身に付け、未然防止につながれば

と考えています。適切

な決済手段を選択し

利用できる、自立した

消費者となれるよう

な授業を推進してい

きます。

新型コロナウイルス感染症によって対

面営業が困難だったことも背景にありま

すが、YouTubeであれば24時間365日
休まずしっかりお伝えし、また情報拡散

力があると考えました。このYouTubeに
よる営業が、型にハマらず楽しみながら

挑戦できる企業風土醸成のきっかけの一

つになるとよいと思います。お客様にも色々な事に挑戦できる

会社と感じて就職活動で当社を選んでいただくなど、さまざ

まな年代の方が興味を持ってくだされば嬉しいです。認知向

上による収益拡大への貢献は

もちろんですが、日本一面白い

カード会社だと感じていただ

きたいと思います。

女性社員や女性のお客様が多く、会社

としても安心感や信頼性のある当社が、

Femtechという女性の健康課題をテクノ
ロジーで解決する製品やサービスを展開

すれば、新しいお客様とのつながりや社員

の働きやすさの創出になると考えました。

社内向けにFemtechセミナーと展示会を
実施したところ、多くの新しい気づき

を引き出すことができました。今後

は、さらにニーズの抽出や実現可能

性を検討し、快適に過ごしたい、専門

家に相談したいなど、女性特有の心

身の症状やご要望に応じた活動を目

指したいと思います。

YouTubeチャンネル‘サイソンKAZUYA’

事業化案件 社内向け啓蒙活動

Femtechセミナー・展示会出張授業～SAISON TEACHER～

デジタル
マーケティング部
伊藤 和也

デジタル
マーケティング部
関 智子

ご高齢の方や障がいのある方など、自分とは違う誰かの視点に立ち、行動できるマインド

とアクションを学ぶユニバーサルマナー検定※1の受講を推進しています。またLGBT※2の

方々の悩みや不安を知り、サポートを行うための具体的な知識や向き合い方を学ぶLGBT
対応マナー研修※3に参加し、多様な方々への向き合い方について学び、身につけています。

※1 ユニバーサルマナー検定とは、一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会が主催しており、高齢者、障がい者など多様な方々に向
き合うためのマインドとアクションを体系的に学び、身につけるための検定です。

※2 LGBTとは、[L]レズビアン（女性同性愛者）、[G]ゲイ（男性同性愛者）、[B]バイセクシュアル（両性愛者）、[T]トランスジェンダー（生まれ
た時に割り当てられた性別と異なる性別を生きる人、生きたいと考える人）の頭文字をとった、セクシュアルマイノリティの総称です。

※3 LGBT対応マナー研修とは、一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会が主催しており、LGBTの人々が抱えやすい悩みや不安を知
り、職場やサービス対応において、配慮できるポイントや、さり気ないサポートを行うための具体的な知識や向き合い方を提供します。

ユニバーサルマナー、LGBT対応マナーの取り組み
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ペーパーレスFAXや文書管理アプリケー
ションを活用し、紙文書のデジタル化を促進
することで、紙使用量の削減に取り組んでい
ます。デジタル化により、書類検索やファイリ
ングに費やす時間が短縮し業務効率が向上
するとともに、文書保管スペースや廃棄文書
の削減にも繋がり、CO2排出量の削減など環
境負荷低減に貢献しています。
例えば、当社のファイナンスビジネス部家
賃保証グループでは、2020年9月よりお客様の家賃保証サービスの業
務に、文書管理アプリケーションを導入し、業務フローの一部をペー
パーレス化しています。導入1年間で、申込件数は前年比約180%と増
加している中、紙使用量は約10%削減されました。
今後は、さらに業務のペーパーレス化を促進させ、環境課題への取り
組みを継続していきます。

文書管理アプリケーション活用によるペーパーレス化

総務部

宮内 亜美

• 利用明細書のWeb化による紙消費量の削減
 (封筒一通当たり500gのCO2削減）
• 各種会議体でのタブレット端末活用による、会議資料のペーパレス化
• 電話会議、TV会議の積極的な活用
• 離席・未使用時などのPCシャットダウンによる電気使用量の削減
• 服装のオフィスカジュアル化（クールビズ、ウォームビズ）
※ 2018年5月～ 通年採用

未来を創造

社内の日常業務においてはペーパーレス化を強力に推進するなど、
環境への取り組みを継続的に実施しています。
また、赤城自然園の運営を通じ、地域社会とともに環境保全活動を推進しています。

カード利用明細や申込書のWeb化を推進し、紙消費量やCO2排出量の削減に取り組んでいます。

紙の消費量削減は、CO2排出量の削減にもつながり、デジタル化によって、利用明細書の封筒1通当たり500ｇの
CO2排出量削減効果が見込まれており、今後もデジタル化の拡充によって、お客様の利便性向上と、環境課題への取

り組みの双方を推し進めていきます。

また、セゾンカウンターにおけるデジタル化を推進し、諸手続きのペーパーレス化、業務省力化を進めています。

ペーパーレス化の取り組み

■ SAISON CARD Digital推進による紙申込削減

環境

赤城自然園（群馬県渋川市）では、「人と自然の共生」をテーマに、いきものや植物がいきいきと育ち、人も心地よいと

感じられる美しい森を目指して、環境を整えています。もとは1980年代に、西武セゾングループの堤清二氏が主導し
て、21世紀の課題である「人間活動と自然の平和的共存」に挑戦し、人工林であった森の植生を入れ替え開発されまし
た。当社は「次世代を担うこども達に豊かな自然を引き継ぐ」ため、賛同いただいた様々な個人・企業・団体からのサポー

トを受け、2010年から運営しています。
自然の素晴らしさを伝える環境教育の場、「美しさ」にこだわった文化的な森、自然の心地よさを感じる憩いの場とし

て、一般のお客様をお迎えし、様々なプログラムも開発しています。そのひと

つに、森林浴を楽しみながら身体を動かせるよう「親子運動あそび教室」な

どの新たなプログラムを開催しました。昨今、新型コロナウイルス感染症予

防のために外出を控えた結果、運動不足などが原因で起こる健康二次被害

が課題となっていますが、森がもたらす効果、リラクゼーション効果や免疫

機能改善など、生理・心理実験により科学的に実証された「森林セラピー基

地」であることを活かして、地域のみなさまの健康増進に貢献しています。

赤城自然園の運営を通した社会貢献

関連するステークホルダー

地域社会 社員お客様
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未来を創造

当社の強みを活かし、他社がもつ技術やアイデア、サービスなどを組み合わせた
ソリューションの開発とスタートアップ企業のサポートを行い、
新たなサービスの開発や各社との事業連携などに取り組んでいます。

当社は、社会課題及び環境変化に対し、「ファイナンスを中心に据えたソリューション開発」と

「イノベーションにチャレンジするスタートアップ企業のサポート」の両軸で投資を行っています。

2012年より、海外の情報収集を目
的にLP参加を開始し、国内のスタート
アップ企業との連携を始めました。事

業シナジーが顕在化している先に直接

投資を実行し、一定のプレゼンスを獲

得。2015年には、国内企業向けのCVC
㈱セゾン・ベンチャーズを設立し、プリ

ンシパル投資を開始しました。

投資に関する考え方と活動

投資領域

Finance

Work Style New Style

クリエイターエコノミー

教育

EC（D2C）

企業間決済
テレワーク

再生可能
エネルギー フェムテック

美容／健康
フードコスメ

バイオエコノミー
3R

カーボンニュートラル

HRセールス

請求書
マネジメント

SDGs Contents for women

BNPL
BaaS与信

リース レンディング

融資

CCC

30年以上に渡るワイン業界での経験を活かし、約3,600万人のセ
ゾンカード会員を有する㈱クレディセゾンと取り組むことで、今まで
以上にワイン文化の浸透、消費の拡大に貢献できると考えています。
STOREE SAISONやカード会員誌「てんとう虫」を通して、さらに多く
の方々にワインの楽しさをお伝えしていきます。（田辺）

「田辺由美のワインスクール」と「“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards
（通称：サクラアワード）」を運営するワインアンドワインカルチャー㈱と
（一社）ワインアンドスピリッツ文化協会を100%子会社化

「女性とワイン」をテーマに、セゾンカード会員に対するプロモーショ
ンやイベント活動として当社のネットワークを駆使し、ワインスクール、
ワインと料理のマリアージュの提案、サクラアワード受賞ワインパー
ティーなどの展開を検討しています。仕事もプライベートも楽しむ女性
をターゲットに、2020年11月に誕生したセゾンローズゴールド・アメ
リカン・エキスプレス®・カードについては、顧客ニーズも高いワインを
テーマに、会員サービスの展開をいち早く実現していきます。（相河）

実現しようとしていることはどのようなことですか？Q

日本を代表するワイン専門家であり、ワインエデュケーターの田辺
由美様による「ソムリエの育成」「ワイン文化の普及」と、ワインを軸に
した30年にわたる取り組みです。そして特に2014年から始めた「サ
クラアワード」は、ワイン業界で活躍する女性による初めての国際ワ
イン審査会であり、以前から女性活動を推進してきた当社として共感
し、さらなる発展に貢献したいとの思いを強くして事業化を推進する
に至りました。（相河）

事業の背景について教えて下さい。Q

当社と一緒に取り組むことで目指す姿を教えてください。Q

パートナーシップ 関連するステークホルダー

2021年10月、女性活躍推進や少子化対策などの社会的課題へ取り組むことを目的に卵子凍結
サービスを提供するグレイスグループへ出資しました。多様化する女性のキャリアやライフプラン

を積極的に支援していくため、サービス認知に向けた広告活動や最適な

金融商品の開発等を実施しています。今後は卵子凍結サービスだけでな

く、ライフステージに応じた幅広い領域を対象とするFemtech市場拡大
に向け、女性のヘルスケア全般に取り組んでいきます。

■ 卵子凍結サービスを提供する㈱グレイスグループへ出資

お取引先お客様

ワインアンドワイン
カルチャ―㈱取締役
㈱クレディセゾン
経営企画部
戦略M&A推進室　
部長
相河 利尚

ワインアンドワイン
カルチャー㈱
代表取締役
（一社）ワインアンド
スピリッツ文化協会
理事長
田辺由美のワイン
スクール主宰
サクラアワード主宰＆
審査責任者
田辺 由美

48



パートナーシップ

クレジットカードの決済データは、本人確認に基づく正確性と決済の即時性で消費トレンドをいち早くつかめることから、コロナ禍での新たな
生活様式によって購買行動が大きく変化する中、「オルタナティブデータ」としての活用ニーズが高まることが予想されるため、㈱サイバーエー
ジェントの持つネット広告やマーケティングに関するノウハウと組み合わせることで、新たな価値創造やビジネス化ができると考え、両社での合
弁会社を設立することにしました。（川原）

2021年6月当社は、AI 技術の研究開発組織「AI Lab」を有し、デジタルマーケティング業界をリードする㈱サイバーエージェン
トと共に、カード決済データを活用したマーケティングソリューションを提供する新会社㈱CASM（キャズム）を設立しました。

AI Labは、レコメンド情報最適化の研究および企業・政府の意思決定に不可欠な細かい粒度でのリアルタイムな経済状況の把
握を目的としたオルタナティブデータ活用の研究などに取り組んできました。精度が高い決済データ分析や消費行動や顧客イン

サイトの把握など、AI技術を活用し複合的なオルタナティブデータ分析が可能です。
当社が保有する決済データの更なる有効活用と、新たなビジネスや価値の創出を目指しています。

インターネット技術とカード決済データを掛け合わせることによって、カード会員向けには、「こんな商品が欲しかった」と思ってもらえるような
レコメンド情報の最適化や多様化を、メーカーや小売企業などに向けては、顧客の行動変容を促し売上増に導く決済データを活用したマーケティ
ングソリューションの提供を実現していきます。また、両社の事業領域・ノウハウを掛け合わせた新規事業の創出にも挑戦していきます。（川原）

クレディセゾン社は約3,600万人の決済データを保有し、そのデータを活用・拡張した新規事業への取り組みに積極的なため、㈱サイバーエー
ジェントの持つAIナレッジや開発技術とマッチすると考えました。
関係者の皆さまはデータの持つ可能性を信じて日々取り組まれており、常に新しい分野にトライする姿勢に、とても支えていただいています。

（下田）

事業の背景について教えて下さい。Q

実現しようとしていることはどのようなことですか？Q

当社を選んでいただいた理由、日頃感じられる当社の社風などを教えてください。Q

㈱サイバーエージェントと共にカード決済データを活用するマーケティング会社「㈱CASM」設立

㈱CASM
代表取締役
下田 満

㈱クレディセゾン
執行役員
デジタルイノベーション
事業部長(兼)デジタル
マーケティング部長
川原 友一
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多様な
決済スキームの

構築
個人情報の
適正管理

情報／
サイバーセキュリティ

多重債務への
対応

不正使用検知の
精度向上

未来を創造

横浜市と「防災・減災普及啓発事業における連携協定」を締

結し、防災・減災の普及啓発のための「BOSAI CAFE（防災カ
フェ）」の開設や防災・減災ワークショッ

プなどを実施しています。福島県と「健

康増進などに関する連携協定」を締結

し、健康増進活動のサポートのほか、動

物愛護センターへの寄付活動※を行って

います。また、神奈川県とは「連携と協力

に関する包括協定」を締結し、永久不滅

ポイントを活用した地域の活性化、社会

的課題の解決に向け協働しています。

当社では、成長著しいアジア圏内において、各国に即した金

融ビジネスを展開し、台頭する中間層に対するファイナンシャ

ル・インクルージョンの実現を目指しています。また、ファイナ

ンス事業の進出拡大と地域経済発展への貢献に向けて、各国

での戦略的パートナーとの事業提携と有望企業への投融資

の2軸で、中長期的な海外戦略の基盤づくりと事業展開を推
進しています。

• ベトナムでは、クレジットカード事業の新規立ち上げに加え
て二輪車や家電などの個品割賦事業を展開

• インドネシアでは、デジタルレンディング事業を展開
• タイでは、BtoB金融サービスを提供
• インドでは、デジタルレンディング事業を展開

赤城自然園における特別支援学校との取り組みアジアにおける金融サービスの提供安心・安全・便利なキャッシュレス社会の実現

自治体との連携協定の締結について

金融サービスなどを通じて国内外の地域経済発展・課題解決に貢献し、便利で豊かな社会を創造していきます。

※ いずれも永久不滅ポイント交換による寄付活動となります。

※ 写真はすべてイメージです。

横浜市防災・減災
ワークショップ

福島県動物愛護
センターへの寄付

銀行などから十分な金融サービスが
受けられないアンダーサーブド層

現地企業と協業し、
ファイナンス商品や金融ソリューション提供

ファイナンシャル・インクルージョンを実現し、
進出国の経済発展へ貢献

地域振興 関連するステークホルダー

行政機関地域社会

赤城自然園では、運営理念「豊かな森を、未来を、こどもた

ちへ。」のもと、地元企業や学校と持続可能な社会を創る地域

貢献活動を行っています。

2021年は、群馬県立渋川特別支援学校の職業訓練の一環
として生徒達が制作した製品の販売を開始。自分達が作った

ものが、どのように売られお客様に届くかを体験することで、広

く社会の仕組みの学びにつながっています。この取り組みが、

将来学生が活躍する人材となれるよう、働くことをイメージし、

就業後とのギャップを少しでも埋められるようになることを

願っています。また、多様な立場、価値観の人材を受け入れる

ことにより、来園するすべての人が心地よくすごせるためのヒ

ントを学び、ダイバーシティの概念を取り入れていきます。

詳しくは当社ホームページをご確認ください。
https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/diversity/csr/
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未来を創造

高齢化社会の日本では、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けつつ、自分らしい

生活の実現が急務となっています。しかし、在宅医療や介護には、病院や介護施設など、多くの関

係機関の連携が不可欠です。

当社は、医療機関と患者をつなぐ「プライマリケアプラットフォーム」などを展開するメドピア㈱と

連携して、同社のヘルスケアビジネスでのプラットフォーム構築ノウハウと、当社のファイナンス事

業などのノウハウやネットワークを相互に活用し、在宅医療における共同事業として退院支援サー

ビス「YoriSoi Care（ヨリソイケア）」を開始しました。病院の退院調整業務を効率化しながら、選択
肢を広げてニーズに合う療養先が簡単に見つけられる「退院支援プラットフォーム」を目指します。

本事業を通して在宅医療における新たな価値を提供し、ヘルスケアビジネスでのサービス拡

充とBtoB領域でのソリューション拡充に取り組みます。

「金融の未来」を創造することを目的に、2020年に㈱大和証券グループ本社の子会社である
Fintertech㈱に資本参加し、暗号資産担保ローンや貸付型クラウドファンディングをはじめとする
「次世代金融サービス」を開発・提供しています。

新型コロナウイルスにより、多大な影響を受け、旅行、スポーツ、飲食、音楽、演劇など、さまざ

まな業界で存続そのものが危ぶまれる状況にありました。「このまま自分の大切なモノを無くす

わけにはいかない」という応援したい想いがあるのに、存続を願う人がいるのに、業界や団体その

ものが無くなってしまうことほど残念なことはありません。同社では、持続可能性を少しでも高め

るために、想いを想いのままで終わらせず形として届ける仕組みが必要だと考え、投げ銭サービス

「KASSAI」を運営しています。例えば、アフラック生命保険㈱が支援す
る、小児がんと闘うこどもたちへの理解促進や治癒率向上の活動の一つ

である「ゴールドリボンウォーキング」や、多くの公演が中止または規模

縮小となった関西フィルハーモニー管弦楽団でご活用頂きました。

サッカー日本代表と共に成長し続けていきたいという想いから、 2001年よりサポーティン
グカンパニーとして、サッカー日本代表を応援しています。2014年からはアジアサッカー連盟
（AFC）とのスポンサーシップ契約により、アジアサッカー界も支援しています。試合会場に足
を運んでもらい日本代表が勝利に向かって戦う生の姿を見てもらいたいという理念のもと、ハイ

タッチキッズなど日常では味わえない貴重な体験機会を提供することで子どもたちの夢を応援

することにも尽力しています。

また、世界三大テノール歌手として名高いスペインのホセ・カレーラス氏の日本公演を1999年
から協賛しています。当社では、カレーラス氏自身が白血病の闘病後に設立した「ホセ・カレーラス

国際白血病財団」に、毎年のリサイタルの開催記

念グッズの作成を通じて得られた資金を寄付す

るなどの支援もしています。

メドピア㈱と在宅医療における共同事業、
退院支援サービス「YoriSoi Care（ヨリソイケア）」を開始

投げ銭サービス「KASSAI」

スポーツ・文化活動支援

今よりもっと便利で豊かな持続可能な社会の実現へ向け、
当社の資産を使うだけでなく、ステークホルダーの技術やアイデア、サービスなども
組み合わせながら、課題解決への取り組みを進めています。

社会貢献 関連するステークホルダー

従来 YoriSoi Care

病院が、患者さん・家族と
受入先の間で調整を実施

受入先が「YoriSoi Care」上の患者さんの情報をもとに、
「YoriSoi Care」で受け入れを申し出ることで、
患者さんと受入先との最適なマッチングを図る

患者

病院が代行 受入先

病院が
情報入力

受入先

受け入れを
申し出る

患者

従来の退院調整業務（左）と退院支援サービス「YoriSoi Care」（右）のフロー

行政機関地域社会
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ガバナンス強化に向けた外部意見・知見の取り込み

富樫 当社が掲げた「総合生活サービス企業グループへの転
換」についてですが、私はこれはまさに、過去に他のクレ

ジットカード会社が、いや、さらに言えば日本の事業会

社がこれまで経験したことのないような壮大な実験に

チャレンジしていると捉えています。金融グループが非

金融の領域に参入して成功した事例はほとんどありま

せん。そのような中で、いわゆる独立系のクレジットカー

ド会社である当社が、非金融の領域に本業として入って

いく、しかもそれは単に小売流通業をリアルやネットで

始めるといった次元のものではありません。これは極め

てチャレンジングです。もちろんこの背景には、時代が大

きな転換点を迎えていることがありますから、この壮大

な目標の実現に向けては、過去の延長線上で考えていく

ことができません。今後は、当社が打つさまざまな手を、

当社が真に目指す世界と照らしながら、進めていくこと

が重要になっていくと考えます。個々の案件を見ると「や

りたい」という気持ちが漲っていますが、そこでの私の役

割は、どういう観点で「やりたい」と考えるのか、という深

い議論へと焚きつけることです。「業界の殻を破る」とい

う次元を超えて、「想像できないものを創造する」といっ

た未来志向で、さまざまな事業を突き詰めて考えること

を常に意識するようにしています。

外部の知見や視点を活かしながら
「総合生活サービス企業グループへの転換」に向け、
取締役会での議論を深めていく

富樫 直記

社外取締役（独立）
㈱ナガホリ 取締役
経済同友会 幹事

大槻 奈那

社外取締役（独立）
マネックス証券㈱ 専門役員
名古屋商科大学 大学院教授
㈻二松學舎 理事
東京海上ホールディングス㈱ 監査役
持田製薬㈱ 取締役 横倉 仁

社外取締役（独立）
早稲田リーガルコモンズ法律事務所 弁護士（パートナー）
みのり監査法人監事
㈱伊藤園 監査役

当社は2021年、新たな経営戦略として
「総合生活サービス企業グループへの転換」を打ち
出しました。この実現に向けて、当社に求められる
ことは何か、またその中で社外取締役として
執行側にどのような働きかけをされているか、
教えてください。

Q

未来を創造

社外取締役座談会
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ガバナンス強化に向けた外部意見・知見の取り込み

大槻 取締役の役割は、社内であるか社外であるかにかかわ
らず、執行側の監督をすることにあります。この部分は

取締役会が進化していっても変わることはありません。

一方で、当社の方向性が変化していくと、それに応じて

取締役や社外取締役に求められる付加価値も加えられ

るように感じます。特に日本企業は米国企業に比べて、

企業側が、社外取締役に対してよりアドバイザリー機能

を求める傾向にあるという調査もあります。当社にも、

社外取締役に対してそうしたアドバイザリー機能への

ニーズや期待があるなと感じています。

富樫 米国企業の場合、例えばIT委員会が発足されると、その
メンバー構成は半数が社外取締役で、しかもIT経験は
もちろんのこと、その企業がもし金融機関であれば金融

機関においてITを経験した方などで構成されています。
また指名・報酬委員会についても、人事での経験がある

方や、経営者として人事に携わってきたなど、専門性を

持った方が入っています。社外取締役の使命はあくまで

も経営の監督機能ですが、事業に関する専門的な議論

の必要性が高まっている中で、同じ事業は経験していな

いとしてもこれまでのキャリアの中で身に付けた知恵や

経験から第三者的な意見を期待されてはいますし、事

業に対する深い理解が欠かせなくなってきているという

点で、事業と関連した専門性がないと社外取締役として

の任務を務めるのが難しい時代にあるとも感じていま

す。ですから、取締役会の進化に向けては、私たち社外取

当社の取締役会は
どのように進化していくべきだと思いますか。

Q大槻 これまで安定的に事業を行ってきた会社が「転換」を目
指すというのは、「言うは易し、行うは難し」です。また、

事業環境がこれだけ大きく変化する中で、当社に限らず

競合他社もさらなる業容拡大に向けてさまざまな取り

組みを広げていこうとしていますから、当社は今後特に、

「スピード」「胆力」「コミュニケーション」の3点が重要
になってくるのではないかと思っています。「スピード」

については言うまでもありませんが、「胆力」については、

リスクを恐れ過ぎず意思決定を行う一方、フォローアッ

プやモニタリングを強化し決定が間違っていた場合

にはそれを早期に発見し正していくということ。そして、

「コミュニケーション」については、財務情報に限らず、

環境に対する取り組みなどの非財務情報についても、今

後より開示情報の充実に力を入れて社内外に情報を発

信していく必要があると考えます。

富樫 財務情報に関しても、取締役会などで議論する一つひと
つの事業部門の案件は、全体を構成する一部分でしか

ありませんが、それら数字が積み重なって当社の企業

価値が形成されているわけですから、財務力や資本力、

企業価値などの全体視点で、個々の事業部門の現状の

立ち位置がどうなっているのか、声を出していくことは

我々の役割の一つだと思います。

大槻 おっしゃるとおりです。今までにない新しいことをして
いくことが重要になっていくのは、当社に限らずどの会

社も同じです。そのような中で、全体的な観点から個々

の部門の事業内容やリスクなどを見て判断する。そうし

たバランス感覚を失わないようにすることも、我々社外

取締役の大切な役割だと思います。

横倉 最近の取締役会での個々の議案の資料を見ていると、
当社が目指す「総合生活サービス企業グループ」のコン

セプト図とともに、一つひとつの議案がこの目標とどの

ように関わっているのかを意識した構成になっていま

す。昨年の統合レポートでも申し上げましたが、執行を

監督する立場にある我々社外取締役の究極の役割が、

最後の非常ブレーキを踏むことにあるという認識に変

わりはありません。そのうえで、適切なリスクテイクを支

えるという観点から会社の方針決定のプロセスに着目

し、例えば、今回掲げたこの大きな戦略目標に対して意

思決定の方向にブレがないか、また、戦略目標のなかで

どのように位置付けられるのかを常に確認しながら議

論を深めていくことが重要であると考えています。非常

勤の社外取締役が社内の細かい部分を熟知することは

難しいのですが、社外としてバイアスのかからない、一

歩引いた距離から、弁護士としての思考、会計士として

の視点といった専門性を発揮して、執行側とのディス

カッションを深められるよう心がけています。
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ている中で、財務管理体制について、もう少し危機的シ

ナリオも含めた形での管理を強化する必要があるので

はないかと思います。新しくフロンティアを切り拓くため

には資金が必要ですが、その資金も無尽蔵ではありませ

ん。現在の資本でどれだけの企業価値を生んでいるの

か。負債比率はどれぐらいなのか。調達余力はどれだけ

あるのか。非常に重要な役割を果たすこれら財務面につ

いて、現在も危機管理の仕組みはありますが、さまざま

なシナリオに基づいて管理を進めていく体制をより深化

させていく必要があります。また、投資や出資を進めてい

く中で、さまざまなトラブルも発生し得ますが、その火種

を大きくしないために経営陣、取締役会に遅滞なくエス

カレーションして対処していくことも重要になります。さ

らに、大型の投資・出資案件の成功の先を見据えると、

収益や財務内容がよいといった定量的な判断をするだ

けでなく、買収先の経営者人材の資質や事業へのコミッ

トメント、さらにはその経営者と中間層との信頼関係や

企業文化など、そうした定性的な部分も十分検討・評価

していけるようになること、リスク要因も含め、守りと攻

めの両方をきちんと固めた議論が大事だと思います。

大槻 私は先ほど当社の３つの課題として「スピード」「胆力」
「コミュニケーション」と申し上げました。なかでも「コ

ミュニケーション」については、財務・非財務含め、すで

に行っている取り組みを上手に資本市場に伝えていく

ことで、富樫さんがおっしゃった、限りある資源としての

財務力や調達力にも効いてくると思います。また、ガバ

ナンス体制での変化としては、2021年8月に新たにサス
テナビリティ推進委員会が発足され、私もそこに委員と

して参加しています。初回ミーティングの時からそのメ

ンバーの意識が非常に高いことに驚いています。単に会

議をするだけでなく、日頃からサステナビリティに関し

て何か気づいたことがあったらどんどんグループでシェ

アしていこうという活発な動きが見られます。一人ひと

りがリーダーシップを発揮しながら、サステナビリティ

を自分事として捉えており、今後、その意識の高いメン

バーがどのように全社を巻き込んでいくか、非常に期待

しています。

横倉 取締役会のさらなる進化という点でいうと、取締役会で
議論すべきことは、個別の各議案に加えて、会社全体の

舵取りやリスク発現時の対処の仕方など、大きな方針や

考え方の部分だと思います。新しく「総合生活サービス

企業グループ」に生まれ変わるうえで、各論におけるミ

クロの視点でのチャンスとリスクの議論も必要です。で

すが、これらに加えて、個々の議案にとらわれないマク

ロの視点で、全体像の「あり方」を取締役会でもっと議

論してもよいのではないかと思っています。管掌取締役

は個別具体的な議案に対して直接の利害関係を持ちま

締役自体の高度化が求められていると思います。また、

監督機能やモニタリング機能といっても、取締役会に上

がってくる出資案件や投資案件などについての是非を

意思決定しているのですから、監督機能にとどまらず、そ

うした案件のリスクテイクも行っていると思っています。

横倉 当社の社外取締役構成を見ますと、同質の人たちの集
合ではありませんから、私たち社外取締役一人ひとりが

持っている視点もそれぞれで全く異なっていますよね。

3人それぞれが別の切り口で質問をしたり議論を深掘り
したりしているという点では、当社取締役会はうまく機

能しているように思います。

富樫 社外取締役のスキルマトリックスを見ても、如実に違い
が出ています。

横倉 取締役会の構成メンバーの特性という点でも、会社が
コーポレート・ガバナンスのあり方を真剣に考えた結果

だと思います。

富樫 そうですね。一方で、今の取締役会の課題を考えると、一
つには、これだけ国内外での投資・出資案件の数が増え
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最後にステークホルダーに向けて
一言お願いします。

Q

富樫 恐らく、投資家をはじめ多くの方は、当社を今でもクレ
ジットカード会社だと思っているのではないでしょう

か。実際の事業の中身を見ますとファイナンス事業も成

長しており、すでにクレジットカード会社の域を超えて

います。そして今、当社は、業界で初めて「総合生活サー

ビス企業グループへの転換」を打ち出しています。こう

した「転換」への挑戦を不安材料と捉える方も中にはい

らっしゃると思いますが、今、このように時代が大きく変

容している中で、私は、当社のとった道は、5年先、10年
先を見据えて先手を打っているのだと捉えています。過

去を振り返れば、西武グループにおける割賦事業を行っ

ていた子会社からカード事業によってカード会社に生

まれ変わり、そこからファイナンス

事業を展開して今に至っています。

そしてこれから独自の形で、非金

融の領域にも参入しようとしてい

る。これを当社の進化と捉え、5年
後に振り返ったときに、「あれは革

命だった」と判断していただける。

そうなるために、我々社外取締役も

執行側の経営陣と共に、全力で邁

進していきますので、ステークホル

ダーの皆さまには、これからの当社

の成長に大いに期待していただき

たいと思います。

大槻 富樫さんがおっしゃったように、今、当社は過去の延長
線上にはない非連続な成長を遂げるために全力で事業

を進めています。今日現在、資本市場をはじめとする皆

さまにお伝えできることは、過去の取り組みに関するこ

とが大半かもしれません。しかし、これからはその過去

の延長では捉えられない姿を打ち出していきます。当社

においてもその点をしっかりとステークホルダーの皆さ

まにご理解いただけるよう、コミュニケーションに尽力

していきます。また当社は、若い人材を中心に、さまざま

な新しい取り組みにチャレンジしています。そうした取

り組みに対しては、私たちも社外取締役の視点でディス

カッションを重ね、ともに歩んでいきますが、初めての

挑戦が多いですから、きっと失敗もあります。しかし私

たちは、「失敗を恐れない」だけでなく「小さな失敗はデ

フォルト」くらいのつもりで臨んでいますので、その点も

ご理解いただけますと幸いです。

横倉 昨年も述べましたが、恐竜が滅んで哺乳類が生き残っ
たように、その時点で強い者ではなく変化に対応でき

た者が生き残ってきたことは歴史が証明しています。今

の当社は、「総合生活サービス企業グループ」として生

き残り成長し続けていくというチャレンジに取り組んで

います。取締役会では、会社の目指す姿をしっかりと見

据えた議論がなされており、さらにこれを促進し、議論

を深める試みが常になされています。これは「変化に対

応する」という点で非常に健全かつ真剣な取り組みだ

と感じています。ステークホルダーの皆さまにおかれま

しては、こうした健全な成長を見守っていただければと

思います。

すが、そうした執行と不可分の所管事業の代表という立

場を離れて、会社全体としてどうあるべきかを議論でき

る場も必要なのではないかと考えています。

富樫 今でも、執行役会議の資料をもとに、そこで出てきたプ
ロコンや意見などについて、取締役会の開催前に把握で

きるための場が持たれています。それによって取締役会

も、以前より効果的かつ効率的に運営できるようになっ

てきたと思いますが、今、横倉さんのおっしゃったよう

な、大きなテーマについて決めていくようなオフサイト

ミーティングのような場もあってよいかもしれません。

大槻 確かに、執行役員会議の資料もシェアされていますし、
社内の議論が把握しやすくなっていますね。一方、取締

役会の効率性については、もちろん付議されるべき議案

はすべて議論を行うにしても、議論の仕方を少し工夫を

することで向上できる余地はあるように思います。
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選任
監視・
検証

監査

指示・命令

選任

連携

選任

業務執行権限委任

答申・
助言

経営リスク・財務状況の
適時報告

選任・
諮問

選定・選任・委任・監督

会計監査人 監査役会

株主総会

代表取締役 指名・
報酬委員会

重要会議体
（リスク管理委員会・
コンプライアンス
委員会 等）

取締役会

各部門

有効性担保

経営企画部・リスク統括部 等監視・モニタリング

監査室

2006 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

経営と執行の分離

指名・報酬委員会

社外取締役

社外監査役

取締役会実効性評価

2006  会社法施行
2014  スチュワードシップ・コード策定

2015  コーポレートガバナンス・コード適用開始

執行役員制度導入（2020年6月より取締役減員）

取締役選解任、役員報酬等透明性確保

取締役会の機能向上、開示

コーポレート・ガバナンス

当社では、監査役・監査役会制度を採用しています。また、株主・投資家などからの信任を確保

していくために、社外取締役・社外監査役の選任によるコーポレート・ガバナンスの充実を図って

います。取締役会や指名・報酬委員会などにおいて、社外取締役から経営における意思決定の妥

当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることにより、業務に精通した取締役が経営効

率の維持向上を図ることができます。

また、監査役会は内部監査や内部統制統括部門の役員などと連携を図ることで、経営に対する

監督機能を強化しています。

なお、当社は2020年３月より、業務執行と管理監督の分離によるコーポレート・ガバナンス体
制のいっそうの強化を目的に、取締役会の役員構成を見直し、執行役員制度を導入しました。これ

により、より適切な管理監督機能の発揮および効率的な業務執行体制の整備を図ります。

当社は、革新的なサービスを創造し、継続

的に企業価値を向上させることによって、株

主の皆さまから理解と賛同を得るという経営

の基本方針を実現するためには、経営におけ

る透明性の向上と経営目標の達成に向けた

経営監視機能の強化が極めて重要であると

認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に向

けたさまざまな取り組みを実施しています。
 詳細については、「コーポレート・ガバナンス報告書」をご覧ください。

https://corporate.saisoncard.co.jp/
sustainability/diversity/governance/pdf/
governance_report_202106JP.pdf

機関構成・組織運営などに係る事項

コーポレート・ガバナンス体制の模式図 ガバナンス体制推移

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 25名
定款上の取締役の任期 1年
取締役会の議長 社長

取締役の人数（うち社外） 9名（3名）
社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役のうち独立役員に
指定されている人数 3名

定款上の監査役の員数 5名
監査役の人数（うち社外） 4名（3名）
社外監査役のうち独立役員に
指定されている人数 3名

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 経営・執行体制

未来を創造
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66.7%

社内（6名）

33.3%

社外（3名）

独立性
（社外取締役比率）

88.9%

男性（8名）

11.1%

女性（1名）

多様性
（女性比率）

コーポレート・ガバナンス

当社は、東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」に定められている各原則のうち、下

記以外はすべて実施しています。

実施概要

　当社では、取締役会の実効性向上を目的として、年１回、前年度選任された役員を対象と
し、全取締役・監査役（任期満了前の退任者を含む）の自己評価による分析・評価を実施して
います。各取締役・監査役から以下の項目についてアンケートを実施し、取締役会において
その結果のフィードバックに基づきディスカッションを実施します。

評価項目の概要 （1）取締役会の構成　　（2）取締役会の運営　　（3）取締役会の役割・責務

評価結果の概要

　取締役会は概ね適切に運営されており、取締役会全体の実効性は確保されていることを
確認しています。
　2020年３月に執行役員制度を導入したことで取締役会の役員構成が適切となり、さら
に、経営一般に関する事項や取締役会決議事項について事前に審議、報告する機関として
「執行役員会」を設置したことで、より深く議論するための環境が整備された結果、執行役
員会での業務執行に係る重要課題の進捗報告や取締役会決議事項の事前審議により、多様
な意見の交換や審議内容の明確化が促されるなどの効果が見られました。
　引き続き、取締役会における企業価値向上に向けた議論をよりいっそう活性化するため
の課題認識を踏まえ、さらなる実効性向上に向けた運営改善などに努めます。

当社を取り巻く経営環境はFinTechをはじめとするデジタル革命によって大きく変化していることに加
えて、海外における創業など新たな視点が求められる事業が拡大していることから、一時点の議論により
当社の最高経営責任者（以下、CEO）などに相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切
ではないと考えられ、現時点では具体的なCEOなどの後継者計画の策定とそれに対する取締役会での監
督を行っていません。今後、当社の中長期の経営戦略を見据えた後継者計画の指針を指名・報酬委員会で
議論するなど、取締役会が後継者計画について適切に監督を行える方法を検討していきます。

■ 補充原則４－１③ 取締役会の役割・責務（1）

当社を取り巻く経営環境はFinTechをはじめとするデジタル革命によって大きく変化していることに加
えて、海外における創業など新たな視点が求められる事業が拡大していることから、一時点の議論により
当社のCEOなどに相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切ではないと考えられ、現
時点ではCEOなどを選任するための評価基準や特別な選任手続は定めていません。今後、当社の中長期
の経営戦略を見据えた後継者計画の指針を指名・報酬委員会で議論するなど、資質を備えたCEOなどを
適切に選任するための手続を検討していきます。

■ 補充原則４－３② 取締役会の役割・責務（3）

現時点で、当社では、CEOなどを解任するための評価基準や解任要件は定めていません。万が一、CEO
などが法令・定款などに違反する場合や当社の企業価値を著しく毀損したと認められる場合など解任が
相当と考えられる事象が発生した場合には、独立社外取締役が参加する取締役会において十分な審議を
尽くしたうえで解任を決議することとなります。

■ 補充原則４－３③ 取締役会の役割・責務（3）

当社では、変化の著しい経営環境において、取締役会をジェンダーや国際性に限らず多様な経験・知
見・特性を有する人材で構成することが当社の価値創造機能を高めるために重要だと考えています。当社
の強みを生かし中長期の経営戦略を見据えた業態転換にも対応できるだけの多様性を有する人材を取
締役に登用していますが、現時点におきまして、ジェンダー・国際性の面を十分に考慮したと言えるだけの
取締役会の構成にはなっていません。今後、当社の中長期の経営戦略を見据え、ジェンダー・国際性の面
を含む多様な取締役を選任できるよう努めます。なお、当社の独立社外取締役には、資本効率などの財務
に関する知識など、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に実効的に寄与するために必要な知
見を備えた人材を選任しており、また、監査役には、適切な経験・能力および必要な財務・会計・法務に関
する知識を有する者が選任されています。

■ 原則４－１１ 取締役・監査役会の実効性確保のための前提条件

取締役会の諮問機関として、取締役

会の決議によって選任された取締役

で構成され、代表取締役会長CEOを
委員長とする5名の委員で構成され、5
名の委員のうち、独立社外取締役が過

半数を構成しています。同委員会は、

取締役の選解任に関する事項、取締

役が受ける報酬などの方針の策定な

どについて、取締役会からの諮問を受

け審議し、取締役会に答申します。

指名・報酬委員会取締役の構成 コーポレートガバナンス・コードへの対応状況

取締役会の実効性について
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コーポレート・ガバナンス

当社は役員の報酬などの額またはその算定方法の決定に関する方針として、企業価値の持続

的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益などとも連動した報酬体系を構

築すべく、あらかじめ決議する内容について、指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けたうえで、

2021年2月25日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬などの内容に係る決定方針を
決議しています。

取締役の個人別の報酬などの内容に係る決定方針の基本方針としては、役員報酬の体系およ

び個人別報酬について、同程度の規模の企業や業界などの水準および社員給与とのバランスな

どを考慮しつつ、職位や代表権の有無などに応じた報酬水準とすることとし、報酬構成は、基本

報酬、業績連動報酬（賞与）、譲渡制限付株式報酬で構成され、社外取締役は基本報酬のみとし

ています。

基本報酬は、月例の固定報酬とし、職位別年間報酬水準を設定し、代表権の有無などを勘案し

たうえで金額を算定しています。

業績連動報酬（賞与）は、職位別などの基本賞与額に対して在籍率などを勘案したものに、定

量指標の業績連動係数（定量的な業績指標の成長率と計画達成率のウェイトをそれぞれ50：50
としたうえで大規模災害やパンデミックなどの発生を総合的に勘案したもの）と定性的な評価

の業績連動係数を乗じたもので算定した額とし、毎年、一定の時期に支給します。業績連動報酬

（賞与）の業績指標は、企業価値向上を図るため単体の経常利益（一過性要因などを除く）の成

長率と計画達成率としているほか、各取締役の当社業績および企業価値向上への貢献度につい

て当該取締役を含む全取締役が評価した結果などを定性的な業績指標としています。2020年
度に係る業績連動報酬（賞与）の支給予定額の算定にあたっては、新型コロナウイルス感染症の

影響を考慮し定量指標の業績連動係数を80％、各取締役の定性指標の業績連動係数を80～
120％と見込んでいます。
非金銭報酬などは、譲渡制限付株式報酬として、職位別年間報酬水準を設定し、代表権の有無

などを勘案したうえで金額を算定するものとし、毎年、一定の時期に支給します。

譲渡制限付株式報酬は次の条件を設定しています。

■ 役員の報酬について

役員報酬

ⅰ． 対象取締役は、同報酬である譲渡制限付株式（以下、本株式）の交付の日から当社の取締
役その他当社取締役会で定める地位のいずれかの地位も喪失する日までの間（以下、譲渡

制限期間）、本株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこととし

ています（以下、譲渡制限）。

ⅱ． 対象取締役が、当社の取締役会で別途定める期間(以下、役務提供期間）が満了する前に
上記ⅰ．のいずれの地位も喪失した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある

場合を除き、当社は、本株式を当然に無償で取得することとしています。

ⅲ． 当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で
定める地位にあったことを条件として、本株式の全部について、譲渡制限期間が満了した

時点をもって譲渡制限を解除することとしています。ただし、対象取締役が、役務提供期間

が満了する前に上記ⅰ．に定めるいずれの地位も喪失した場合であって、上記ⅱ．に定める

当社の取締役会が正当と認める理由がある場合には、譲渡制限を解除すべき本株式の数

および譲渡制限を解除する期間を必要に応じて合理的に調整することができるものとして

います。

ⅳ． 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記ⅲ．の定めに基づき譲渡制限が解除さ
れていない本株式を当然に無償で取得することとしています。

ⅴ． 上記ⅰ．の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契
約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編などに

関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編などに関して当社の株主総会による

承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役

会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編などの承認の日までの期間を

踏まえて合理的に定める数の本株式について、当該組織再編などの効力発生日に先立ち、

譲渡制限を解除することとしています。

ⅵ． 上記ⅴ．に規定する場合においては、当社は、上記ⅴ．の定めに基づき譲渡制限が解除され
た直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得する

こととしています。
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連結報酬などの総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載を省略しています。

（注）１ 取締役の報酬などの総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
 ２ 上記には退任した取締役8名（うち社外取締役1名）を含んでいます。
 ３ 業績連動報酬などについては、当事業年度に係る業績連動報酬（賞与）の支給予定額を記載しています。
 ４ 非金銭報酬などの内容は当社の普通株式であり、割当ての際の条件などは、58ページのⅰ～ⅵのとおりです。
 ５ 2021年3月末現在の取締役人員は8名、監査役人員は4名です。

■ 役員ごとの氏名、役員区分、連結報酬などの総額および連結報酬などの種類別の額

区分 報酬などの総額
（百万円）

報酬などの種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数（人）基本報酬 業績連動報酬など 非金銭報酬など

取締役
（社外取締役を除く） 347 257 68 22 12

監査役
（社外監査役を除く） 16 16 － － 1

社外取締役 24 24 － － 4

社外監査役 36 36 － － 3

社内取締役の報酬体系

職位や経営責任レベルに応じて設定 単年度の当社業績および
当社業績への貢献度

譲渡制限付
株式報酬

基本報酬
[約70％]

業績連動報酬など
（賞与）
[約20％]

非金銭
報酬など
[約10％]

当社では、持続的な企業価値の向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営

上重要な取り組みと位置付け、内部統制システムの整備やリスク管理体制の強化、コンプライア

ンスの徹底などにより、その実現に努めています。

リスク管理体制およびコンプライアンス体制強化

2020年度における当社の役員区分ごとの報酬などの総額、報酬などの種類別の総額および
対象となる役員の員数は、以下のとおりです。

個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、取締役会長に一任することができ、その

範囲は各取締役の基本報酬の額および各取締役の業績連動報酬（賞与）の評価配分ならびに

譲渡制限付株式の取得に係る金銭報酬債権の配分額としています。当該権限が取締役会長に

よって適切に行使される措置として、指名・報酬委員会で取締役が受ける報酬の基準を策定し

ており、取締役会長はその基準に基づき、取締役会から委任をされた範囲に従い、決定すること

としています。

役員報酬の総額については、2007年６月23日開催の第57回定時株主総会において、取締役の
報酬などの額を年額750百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）、監査役の報酬な
どの額を年額150百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。）
と決議いただいています。

また、2020年６月18日開催の第70回定時株主総会において、上記の取締役の報酬枠の枠内で、
社外取締役を除く当社の取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の額

として年額150百万円以内、支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、発
行または処分される当社普通株式数の上限を年25万株以内（ただし、譲渡制限付株式として発行
または処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には当該総数を合理

的な範囲で調整します。）と決議いただいています。

監査役の報酬は、固定報酬のみとし、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査役会の協議

によって各監査役の報酬額を決定しています。

● 取締役が受ける報酬などの方針の策定および取締役が受ける個人別の報酬などの基準の策定
● その他取締役会が指名・報酬委員会に諮問した事項
● 前各号を審議するために必要な基本方針などの制定、変更、廃止
● その他、指名・報酬委員会が必要と認めた事項

種類別の報酬割合については、当社と同程度の規模の企業や業界などの報酬水準を踏ま

え、指名・報酬委員会において検討を行い、その目安は、基本報酬：業績連動報酬など（賞与）：

非金銭報酬など（譲渡制限付株式報酬）＝7：2：1としています。
当社は、2019年6月7日開催の取締役会において、任意の諮問委員会である「指名・報酬委
員会」の設置を決議し、役員報酬については、同委員会が取締役会の諮問に基づき以下の事項

を答申しています。
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クレディセゾン取締役会

リスク管理委員会

● 全社リスクマネジメント方針
● 重要リスクの計画、実行、進捗管理
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リスク統括部

リスク主管部

各部・グループ各社

コーポレート・ガバナンス

当社は株主や投資家の皆さまに企業情報を公平でわかりやすく迅速にお伝えすることを心が

け、当社をご理解いただくために有効と思われる業績面・財務内容・戦略などの情報に加え、当社

だからこそできる持続可能な社会の実現に向けたサステナビリティの取り組みも積極的に開示

しています。また、決算説明会、証券会社主催カンファレンス、個別面談、個人投資家向け説明会

を実施するほか、2021年開催の株主総会では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、初の
試みとしてインターネットによるライブ配信を実施するなど株主・投資家の皆さまとの対話に積

極的に取り組んでいます。今後も、株主・投資家の皆さまのニーズを意識したIR活動を推進して
いきます。

2021年３月　「企業サイト」リニューアル

今回のリニューアルでは、ご利用の皆さまにとってより使いやすいサイトを目指して、コ
ンテンツの配置のわかりやすさや、必要な情報へのアクセスのしやすさに重点を置いてデ
ザイン・構成を一新しました。また、「IR ニュース」「数字
で見るクレディセゾン」「ブランドに込めた想い」「サステ
ナビリティ」を情報拡充するなどコンテンツの充実を図
ることで当社の情報を端的かつ網羅的にご理解いただ
けるようなサイトを目指しました。

2020年度のIR活動実績

決算説明会 2回

証券会社主催カンファレンス 2回

セルサイドアナリスト／
機関投資家との個別面談 176回

個人投資家向け説明会 1回

第71回定時株主総会におけるインターネットによるライブ配信の活用

株主・投資家の皆さまとの対話（IR活動）
内部統制システムの構築にあたっては、内部統制統括部門である経営企画部を中心に、業務の

適正性・効率性を確保するための体制構築を行うことを目的として、内部統制システム基本方針

を取締役会において決定しています。また、財務報告に係る内部統制への対応については、リスク

統括部を中心として当社および連結対象会社における内部統制整備の推進と、監査室による独立

したモニタリングを行っています。

リスク管理については、「リスク管理委員会」およびリスク統括部を中心として、リスク発生の予

防および顕在化による当社への影響の極小化に努めています。そのため、「リスク管理規程」「損失

の危険の管理に関する規程」および「危機管理規程」に基づき、社員に対して定期的な社内教育・

訓練を行い、リスク管理体制の維持に努めています。また、当社グループ内に内在する諸問題また

は重大なリスクを伴う統制事項については、経営企画部グループ戦略室を中心としてグループ各

社の業務執行状況を監督するとともに、グループ各社の主管部門と情報共有を行っています。

コンプライアンス体制については、企業活動における法令遵守、公正性、倫理性を確保するた

めに、「コンプライアンス委員会」を設

置しています。各部門にコンプライアン

ス責任者を任命しているほか、会社自

身がどのように行動するかを「行動宣

言」として定めたうえで、役員や社員が

どのように行動すべきかを「行動基準」

として取りまとめ、それらを徹底するた

めの社内ウェブサイト上の開示、相談

窓口の周知、コンプライアンス研修の

実施など、コンプライアンス体制の強

化に取り組んでいます。

今後も引き続き、コーポレート・ガバ

ナンスに関する国際的な潮流および内

部統制システム基本方針を踏まえて、

当社に適した経営機構のあり方を検討

していきます。

2020年度 トピックス

リスク管理体制
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取締役･監査役･執行役員 （2021年10月1日現在）

取締役

富樫 直記
取締役（社外・独立）

1960年10月生

2007年4月 経済同友会幹事（現任）
2014年6月 ㈱ナガホリ取締役（現任）
2017年6月 当社取締役（現任）

大槻 奈那
取締役（社外・独立）

1964年9月生

2017年6月 当社取締役（現任）
2018年4月 名古屋商科大学大学院教授（現任）
2018年6月 東京海上ホールディングス㈱監査役

（現任）
2019年9月 ㈻二松學舍理事（現任）

横倉 仁
取締役（社外・独立）

1969年5月生

1995年 3月 公認会計士登録（現任）
2007年12月 弁護士（東京弁護士会）登録（現任）
2014年 4月 早稲田リーガルコモンズ法律事務所
  パートナー（現任）
2017年 7月 みのり監査法人監事（現任）
2020年 6月 当社取締役（現任）
2021年 7月 ㈱伊藤園監査役（現任）

前列（左より）： 岡本 龍成　三浦 義昭　水野 克己　林野 宏　髙橋 直樹　小野 和俊　　後列（左より）： 大槻 奈那　富樫 直記　横倉 仁

林野 宏

1982年3月 当社入社 クレジット本部営業企画部長
1983年4月 当社取締役
2000年6月 当社代表取締役社長
2019年3月 当社代表取締役会長CEO

1942年8月生

代表取締役会長CEO
経営政策、グローバル戦略、ブランディング、
グループ戦略

岡本 龍成
取締役（兼）常務執行役員
ファイナンス事業部 管掌（兼）ファイナンス事業
部長（兼）リース部担当

1990年4月 当社入社
2011年6月 当社取締役
2020年6月 当社取締役（兼）常務執行役員

1967年4月生

水野 克己 

1992年4月 当社入社
2013年6月 当社取締役
2020年6月 当社取締役（兼）専務執行役員
2021年3月 当社代表取締役
  (兼）社長執行役員COO

1969年8月生

代表取締役（兼）社長執行役員COO
経営全般執行
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

髙橋 直樹
代表取締役（兼）副社長執行役員CHO
戦略推進、新規事業統括
監査室、総務部、戦略人事部、IT戦略部 管掌

2005年4月 当社入社 顧問
2005年6月 当社常務取締役
2016年3月 当社代表取締役副社長
2020年3月 当社代表取締役（兼）副社長執行役員

CHO

1950年8月生 小野 和俊
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

1976年8月生

2019年3月 当社入社 CTO テクノロジーセンター長
2019年6月 当社取締役
2020年3月 当社取締役（兼）常務執行役員
2021年6月 当社取締役（兼）専務執行役員 
  CTO(兼）CIO

三浦 義昭
取締役（兼）専務執行役員
カード合弁会社
プロセシング事業部、クレジット事業部 管掌

1966年9月生

1990年4月 当社入社
2016年6月 当社取締役
2020年6月 当社取締役（兼）専務執行役員

2021年4月 マネックス証券㈱専門役員（現任）
2021年5月 持田製薬㈱取締役（現任）

未来を創造
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監査役

金子 美壽
常勤監査役

1990年１月 当社入社
2008年６月 当社取締役
2010年３月 当社常務取締役
2015年３月 ㈱キュービタス（2020年4月 

当社に吸収合併）代表取締役
社長

2019年６月 当社常勤監査役（現任）

1956年11月生

原田 宗宏
常勤監査役（社外・独立）

1978年４月 警察庁入庁
2012年４月 関東管区警察局長
2013年６月 日本電動式遊技機工業協同

組合専務理事
2019年６月 当社常勤監査役（現任）

1954年7月生

井川 裕昌
常勤監査役（社外・独立）

1982年４月 大蔵省（現財務省）入省
2013年６月 名古屋税関長
2014年６月 東日本高速道路㈱常勤監査役
2019年６月 当社常勤監査役（現任）

1958年10月生

笠原 智恵
監査役（社外・独立）

2000年４月 弁護士（第一東京弁護士会）
登録（現任）

2015年６月 当社監査役（現任）
2019年１月 渥美総合法律事務所・外国法

共同事業（現渥美坂井法律事
務所・外国法共同事業）シニア
パートナー（現任）

2019年６月  アキレス㈱監査役（現任）
2020年12月 ㈱エムティーアイ監査役（現任）

1968年9月生

左より： 井川 裕昌　笠原 智恵　金子 美壽　原田 宗宏

馬場 信吾
常務執行役員
CFO
M＆A、グループ企業統括
経営企画部、リスク統括部、
財務経理部 管掌

1971年1月生森 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

1977年5月生

足利 駿二
常務執行役員
全社法人営業
セゾンAMEX事業部 管掌
（兼）セゾンAMEX事業部長
（兼）信用保証部 担当

1971年5月生

磯部 泰之
執行役員
Collection & Researchビジネス
クレジット事業部長

1969年8月生

安森 一惠
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

1973年11月生 根岸 正樹
執行役員
経営企画部、プロセシング営業部、
プロセシング企画部、新規事業開発部、
グローバル戦略企画部 担当

1972年9月生 田畑 隆紀
執行役員
プロセシング推進部、
アフィニティ営業部、
MF事業推進部 担当

1967年6月生

中山 直喜
常務執行役員
ファイナンス企画部、ファイナンスビジ
ネス部 担当（兼）ファイナンスビジネス
部長

1965年6月生 川原 友一
執行役員
デジタルイノベーション事業部長
（兼）デジタルマーケティング部長

1975年12月生

嶋田 かおり
執行役員
CS企画部 管掌
（兼）営業推進事業部長
（兼）CS企画部長

1966年10月生

前列（左より）： 安森 一惠　足利 駿二　森 航介　馬場 信吾　中山 直喜　　　後列（左より）： 根岸 正樹　嶋田 かおり　川原 友一　磯部 泰之　田畑 隆紀　

執行役員

取締役･監査役･執行役員
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取締役・監査役・執行役員のスキルと特徴的な強み

　当社では、取締役・監査役・執行役員の経営上のスキルをスキルマトリックスとして可視化し、不確実な時代に柔軟な経営を行うために重要な個人を特徴付ける強みとして、取締役と執行役員の
「VIA-IS」の強み診断の結果を公開することとしました。経営上のスキルとこれらの強みを活かし、今後、総合生活サービス企業グループとしてさらにチャレンジを続け、社会に貢献していきます。

スキルマトリックスの導入 取締役・執行役員の強み

VIA-IS*1による強み診断結果から、当社の取締役会は「好奇心」「誠実さ」「創造性」「公平さ」

「忍耐力」によって特徴付けられることがわかりました。これらの特徴は当社の経営理念である

「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」という共通の価

値観にもつながる強みであるといえます。

特徴的な強みトップ5*2

*1 ｢VIA-IS」とは、ポジティブ心理学の第一人者であるクリストファー・ピーターソン博士とマーティン・セリグマン博士
によって開発された診断ツール。個人を特徴付ける強みを24に分類し、トップ５が「特徴的な強み」とされる。

 Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). 
 Character strengths and virtues: A handbook and classification.
 New York: Oxford University Press and Washington, DC: American Psychological Association.  
 www.viacharacter.org
*2 取締役9名、執行役員10名が実施しトップ5を集計。
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役職 氏名 企業
経営

グロー
バル

財務・
会計

人事・
労務

法務・
リスク
管理

営業・
マーケ
ティング

デジタル
・IT

新規事業
・M&A 不動産

ファイ
ナンス・
ローン

ESG

代表取締役会長
CEO 林野 宏 ● ● ● ● ● ●

代表取締役（兼）
社長執行役員 COO 水野 克己 ● ● ● ● ●

代表取締役（兼）
副社長執行役員 CHO 髙橋 直樹 ● ● ● ● ● ●

取締役（兼）
専務執行役員 三浦 義昭 ● ● ● ●

取締役（兼）専務執行
役員 CTO（兼）CIO 小野 和俊 ● ● ● ●

取締役（兼）
常務執行役員 岡本 龍成 ● ● ●

社外取締役 富樫 直記 ● ● ● ● ●

社外取締役 大槻 奈那 ● ● ● ● ●

社外取締役 横倉 仁 ● ●

常勤監査役 金子 美壽 ● ● ● ● ● ●

常勤監査役 原田 宗宏 ● ● ● ●

常勤監査役 井川 裕昌 ● ● ● ● ●

監査役 笠原 智恵 ● ● ● ● ●

専務執行役員 森 航介 ● ● ● ● ●

常務執行役員CFO 馬場 信吾 ● ● ● ● ●

常務執行役員 足利 駿二 ● ● ● ●

常務執行役員 安森 一惠 ● ●

常務執行役員 中山 直喜 ● ● ●

執行役員 磯部 泰之 ● ● ●

執行役員 嶋田 かおり ● ● ●

執行役員 根岸 正樹 ● ● ● ●

執行役員 田畑 隆紀 ● ●

執行役員 川原 友一 ● ● ●

未来を創造

※ 本表は取締役・監査役・執行役員が有するすべてのスキルを表す表ではありません。保有するスキルなどのうち、主なもの最大6つに●印をつけています。
※ グローバル、デジタル・IT、新規事業・M&Aは、当社が総合生活サービス企業グループへ転換するために、特に事業戦略上重視しているスキルです。
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