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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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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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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。

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

今よりもっと便利で豊かな持続可能な社会

目指す社会像

ファイナンシャル・インクルージョン実現
当社が特に解決すべき社会課題

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

社会課題解決へのアプローチ

価値創造ストーリー 生活を創造
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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

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 コーポレート・ガバナンスの強化

環境配慮

社会貢献

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

サービス先端企業
経営理念

重要課題（経営基盤）

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 資産形成ニーズの高まり など

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クレディセゾンが解決する社会課題

法人向け
P12

基本コンセプト

Innovative

Dig
ita

lG
lobal

主な経営資産

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

創造的破壊、失敗を許容する組織風土

行動指針「CSスタイル」

活力ある人材

脈 と々受け継がれてきた企業文化

全社共通人事制度*のもとで活躍する人材
連結社員数

単体社員数

イノベーション創出力
創業71年で培った与信ノウハウ

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

変化に機動的に対応できるシステム基盤

盤石な営業基盤
業界トップクラスの顧客層

グローバルな拠点ネットワーク

個人会員数

法人カード発行先

健全な財務基盤
高い信用力に基づく多様な資金調達

ステークホルダーと共に創出する価値

レジリエントな組織の実現
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

募集業務のデジタル化による紙消費量削減

ROE（自己資本利益率） （前期：4.7％）

自己資本比率（親会社所有者帰属持分比率） （前期14.4％）

（前期比33.6％増）

配当金総額 （前期70億円）

株主総利回り（単体） （前期72.3％）

働きがいと多様な価値観の醸成
女性社員比率

女性管理職比率※3

デジタル人材

有給取得率

新事業・プロダクト開発
新プロダクトリリース件数

SWITCH SAISON提案数と事業化数

セキュリティ事故件数 ゼロ

社会課題解決力の強化
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
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

独立系ノンバンク最上位クラスの信用力

連結総資産

有利子負債

国内

海外（ASEAN中心）

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
多様なサービスを提供

個人向け
P12

P85つの事業

P7

ファイナンス事業

ペイメント事業

リース事業

不動産関連事業

エンタテインメント
事業

※2

※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

委員会・ワーキンググループ開催数
委員会3回／WG:気候変動5回／DE＆I:3回

*アルバイトを除く

5,623名
4,319名

（うち女性3,250名）

約3,600万人
50,000社超

3営業部
8ヵ国

3兆4,092億円
2兆4,294億円

高い信用格付格付投資情報センター（R＆I）
（1996年10月以降25年継続） A+

計11回

環境保護活動（赤城自然園の運営） 来園者数約6万人

株主・投資家との対話件数 176回

7.1%

15.6%

70億円
78.3%

483億円グループ事業利益の向上

約20件

提案数約900案件 事業化2案件

75.2%

52.0%

約150名
72.4%

株主 お客様 お取引先 地域社会社員 行政機関

価値創造ストーリー

6



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

います。2021年度は、経営戦略の基本コンセ
プトに「Innovative」「Digital」「Global」を掲
げ、変革を加速させていきます。

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

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

• 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
• 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
• デジタル化を活用したペイメント事業とファイナンス事業の融合

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

• 飛躍に向けた事業基盤の整備
•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）

クレディセゾンの
基本コンセプト

Innovative

Dig
ita

lG
lobal
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※ （   ）はシェア

5つの事業

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
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。

ペイメント
事業

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
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
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。

リース
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
融サービスを展開しています。

ファイナンス
事業

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。

不動産関連
事業

アミューズメント事業などから構成されています。
エンタ

テインメント
事業

セグメント別純収益

セグメント別事業利益

（74.0%）
209,130百万円
ペイメント事業

（2.0%）
5,536百万円

エンタテインメント事業
△2,340百万円
調整額

連結純収益

（2020年度）

282,625
百万円（15.4%）

43,412百万円
ファイナンス事業

（5.2%）
14,595百万円
不動産関連事業

（4.3%）
12,290百万円
リース事業

（44.0%）
21,279百万円
ファイナンス事業

△1,745百万円
エンタテインメント事業

3百万円
調整額

連結事業利益

48,352
百万円

（37.2%）
17,968百万円
ペイメント事業

（11.3%）
5,455百万円
リース事業

（11.1%）
5,390百万円
不動産関連事業

（2020年度）
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ビジョンと中期経営計画の進捗 生活を創造

基盤構築 2016年度～2018年度

2019年度～2021年度変革と再成長
中期経営ビジョン

Neo Finance Company in Asia
前中期経営計画

2016年度以前の取り組み

2015年度経営基本方針

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

～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

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

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

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

連結経常利益 2018年度

（日本基準）600億円

連結経常利益 2015年度

（日本基準）438億円

2018年度

（IFRS）
522億円

2021年度

（IFRS）
520億円※

連結経常利益 2018年度

（日本基準）541億円

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

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

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

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

基本方針 MISSION STATEMENT

経営目標

数値目標

施策

成果

連結事業利益（≒連結経常利益）

※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。
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へ向けて着実に進捗しています。

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
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、プロパーカード1
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
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、提携先は150
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。

ピンチをチャンスに転換する   ～ニューノーマルへの対応～
主なサービス

ペイメント事業の成長戦略と構造改革
ショッピング取扱高の拡大 〈BtoC領域〉
ショッピング取扱高の拡大 〈BtoB領域〉
ショッピングリボ・キャッシングビジネスの拡大
新規ビジネスの創造とデジタルマーケティングの強化

1
2
3
4

提携先とのリレーション強化 と 新規アライアンス強化　　1

進出国事業における「種まき」から「収穫」期への移行1

ペイメント事業

リース＆ファイナンス事業

グローバル事業

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

中期経営計画の目指す姿と重点ポイント 「ペイメント事業の復活」と「総合ノンバンク化」のさらなる加速

ペイメント 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

2020年度事業利益
（IFRS）

483億円

ペイメントビジネス／
ソリューションビジネス

資産運用ビジネス／
デジタルマーケティング

ファイナンスビジネス

グローバルビジネス

2018年度事業利益
（IFRS）

522億円
2008年度営業利益
（日本基準）

345億円
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経営戦略 生活を創造

総合生活サービス
企業グループへの
転換
新規ビジネスの創造
（M＆A/資本参加/事業提携など）

リアルとデジタルの融合で
カスタマーサクセスを実現

人材戦略

事業戦略

グループ戦略

顧客戦略

• Z世代/女性/シニア＆富裕層への
 アプローチ強化
• 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

CSDX戦略   P14 グローバル戦略   P16 • 国内ネットワークの再構築
• デジタル/IT部門の一体運営
• 人事戦略の革新

CSDX戦略   P14

• デジタル化推進による
 顧客利便性と経営効率向上
• 顧客接点において当社がもつ
 リアルの強さを最大限発揮

 P15

• グループ各社がサービスの一翼を
 担い総合生活サービスを提供
• ベンチャー投資や資本提携・M&A
 による事業拡大

 P18

財務資本戦略

 P12
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事業戦略 生活を創造

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
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

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「コンセプト
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。

背景と方針

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
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

プレス®･カードが好評を博しています。また、富裕層向けには、2020年11月に大和証券セゾンプ
ラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カードの提供を開始しています。

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

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。

課題と取り組み

主要指標（KPI）
指標 2018年度 2019年度 2020年度

クレジットカード総会員数　 2,679万人 2,639万人 2,570万人
稼動会員数 1,490万人 1,496万人 1,395万人
ショッピング取扱高 4兆7,885億円 4兆9,469億円 4兆5,003億円
キャッシング取扱高 2,429億円 2,375億円 1,550億円

個人

法人

ターゲットを明確にした「コンセプト型カード」の発行

「与信モデル」の変革への挑戦
「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

（2021年5月～）

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

C5　M36　Y15

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～）

女性向け
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～）

富裕層向け

セゾンゲーミング
カード
（2020年12月～）

若年層向け
Likeme♡
by saison card
（2021年3月～）

Z世代向け

大企業

中規模企業

小規模企業

個人事業主

法人与信型ビジネスカード
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事業戦略

主要サービス

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
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

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
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
apollostationcardの新規発行を開始しています。

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

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

既存提携先のデジタル化

セゾンのフラット35 家賃保証Rent Quick 信用保証

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

デジタル化の推進

フラット35利用者への
クレジットカード入会促進

※事前審査のWeb化など

によるカード入会と
家賃決済の拡大

新規顧客
開拓チャネルの
多様化

プロセシング事業

出光クレジットによる新カード
apollostation card発行開始

（2021年4月～）

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

デジタルプロダクト
提供

優待サービスなど
＋α価値の提供

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

1

0.25
アイソレーション

CMYK：C33 M98 Y96 K0
RGB：b32426
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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

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

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。お客様の感動体験を創出する
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
します。

背景と方針

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
のプロ人材であるCTO／CIOのもと、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
されない領域には安定性を重視する「モード1」を適用し、スピード重視で時代の変化に素早く対応
する必要がある領域には「モード2」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
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

化の双方でDXを進めています。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
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
す。一方、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、
全社員向けのFAQシステムなどを、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
タフェース）、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。

課題と取り組み

CSDX戦略の４つの柱

デジタル人材

顧客満足度の向上

新
た
な
顧
客
体
験
の
提
供

デ
ジ
タ
ル
技
術
活
用
の
拡
大

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

事業協創
C2

デジタル
基盤強化

E2

事業創出
C1

デジタル
開発プロセス

E1

• オープンイノベーション戦略

• 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

• IT・デジタル・ビジネス部門の融合
• 伴走型内製開発の推進

• 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

顧
客
体
験
の
向
上（
C
X
）

社
員
体
験
の
向
上（
E
X
）

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/

• 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

• 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

KPI

デジタル組織への加速 CSDX推進指標（2022年度）

お客様の感動体験を
創出（CX）

社員の体験を
創出（EX）

CX＋EX

80.0%

デジタル
チャネル率

※2

前年対比
＋5％

+5.0pt

NPS®
※3

6.0%

デジタル
人材率
※4

前年対比
＋100％

+10.0%

社員満足度
スコア
※5

△10.0%

紙使用量
※6

デジタル人材
150人構成比3％

デジタル人材
1,000人構成比20％

2021年度 2024年度※1

※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

CSDX戦略 生活を創造
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顧客戦略 生活を創造

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

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

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

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

からリテンションモデルへと転換を図ります。

背景と方針

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

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
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

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、「簡単」「便利」というCXを創出し
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、利用
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

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

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。

課題と取り組み

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

モノ売り切りモデルから
リテンションモデルへの

転換

当社の強み「リアル」

「デジタル化」の推進

カスタマーサクセスの実現

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

カウンターや
コールセンターなど
有人での対応

「簡単」「便利」という
顧客体験の提供

営業推進部門/オペレーション部門改革

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

入会 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

シーン一例
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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
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

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

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

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

域の経済発展に貢献していきます。

背景と方針

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
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

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。

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
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

パクト投資事業も開始しました。

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
能な開発目標（SDGs）への取り組みを推進し、さらなる挑戦を続けていきます。新型コロナ感染
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

柱となる事業へと育成します。

課題と取り組み

Kisetsu Saison Finance
(India) Private Limited 

インド

• 2018年6月設立（出資比率100%）
• デジタルレンディング事業

シンガポール

• 2014年5月設立（出資比率100%）
• 海外事業開発・統括管理

• 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

Credit Saison Asia Pacific Pte. Ltd.

Saison Capital Pte. Ltd.

タイ

• 2018年11月設立（出資比率30%）
• デジタル与信・決済事業

SIAM SAISON Co., Ltd.

中国

• 2005年3月設立（出資比率100%）
• コンサルティング事業

世尊商務諮詢（上海）有限公司

フィリピン

• ファイナンス事業開始に向けた準備を実施中

カンボジア

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

Idemitsu Saison 
Microfinance 

(Cambodia) Plc.

Idemitsu Saison
Microfinance
(Cambodia) Plc.  

• 2015年5月設立（出資比率49%）
• リテールファイナンス事業

ベトナム

インドネシア

• 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

PT. Saison
Modern Finance 

HD SAISON Finance 
Company Ltd. 

グローバル戦略 生活を創造
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グローバル戦略

主要サービス

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

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
クレジットカード事業を2021年度より本格展開、インドではKisetsu Saison Finance(India) 
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
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、コンシューマーファイ
ナンスを中心に事業基盤の強化を図ります。

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
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

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

ピンの3ヵ国で、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
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。

インド • 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
• 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
• 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

• 個品割賦（二輪車・スマートフォンなど）の拡大
• クレジットカード事業の本格展開

• 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

• 東南アジアとインドを重点化した
戦略投資の実現

• LP出資や独自のスカウトプログラムを
通じてブランディングやディールソースを
強化

 ─現状─ 本格展開開始

Kisetsu Saison Finance(India) Private Limited

PT. Saison Modern Finance

HD SAISON Finance Company Ltd.

ベトナム

インドネシア

CVC事業

投資先（一例）

対象セクター
ファイナンシャル・
インクルージョン
テクノロジー

資産分類

プライベート・デット／
融資

対象地域

東南アジア

戦略パートナー

提携による
リソース補完

インパクト投資事業

新会社設立のうえ、
本フェーズ展開に移行

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～
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グループ戦略 生活を創造

主要サービス

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

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

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

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。

背景と方針

「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。

「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

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
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
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

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。

課題と取り組み

ペイメント事業

エンタテインメント事業

リース事業 ファイナンス事業

不動産関連事業

ショッピング
借入

送金
資金調達
仕入

経費精算
業務効率化

投資
資産運用

貯蓄

リフォーム

不動産
取引

住宅購入
賃貸

福利厚生 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）

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

WEBサイト「セゾンのくらし大研究」をリリース

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

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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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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株式の状況 株主メモ 会社概要

出資状況

株主名
持株数
（千株）

出資比率
（%）

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 34,535 22.09
㈱日本カストディ銀行（信託口） 14,212 9.09
㈱大和証券グループ本社 8,050 5.15
HSBC BANK PLC A/C M AND G（ACS） 5,988 3.83
BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX 
UCITS NON TREATY 1 4,453 2.85

THE BANK OF NEW YORK 133972 4,440 2.84
㈱日本カストディ銀行（証券投資信託口） 3,786 2.42
㈱みずほ銀行 3,000 1.92
㈱日本カストディ銀行（年金特金口） 2,337 1.49
STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY 505103 2,056 1.32

発行可能株式総数 300,000,000株 
発行済株式総数 185,444,772株 
株主数 19,265名 

※ 当社は、自己株式を29,070,289株保有しておりますが、上記大株主からは除外してい
ます。

※ 持株比率は、自己株式を控除して算出しています。

大株主（上位10名）

37.30%金融機関

32.98%外国法人など

15.68%自己株式

9.17%その他国内法人

0.60%証券会社 4.55%個人その他

所有者別
株式分布状況

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月開催

基準日
定時株主総会・期末配当 毎年3月31日 
その他必要がある場合は、あらかじめ公告
します。

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目４番1号 
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事務取扱所

東京都千代田区丸の内一丁目４番1号 
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

（郵便物送付先）
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目
8番4号 三井住友信託銀行株式会社 
証券代行部

（電話照会先） 0120-782-031
（9：00 ～17：00 土日休日を除く）

（インターネット
ホームページURL）

https: / /www.smtb. jp/personal/
procedure/agency/

公告の方法
電子公告（当社のホームページに掲載）
https://corporate.saisoncard.co.jp/
public_announcement/

上場証券取引所 東京証券取引所（市場第一部）

証券コード 8253

【株式に関する住所変更などのお届出およびご照会について】 証券会社に口座を開設され
ている株主様は、住所変更などのお届出およびご照会は、口座のある証券会社宛にお願い
いたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、上記の電話照会先にご連絡く
ださい。
【特別口座について】  株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用され
ていなかった株主様は、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座
（特別口座といいます）を開設しています。特別口座についてのご照会は、上記の電話照
会先にお願いいたします。

商号 株式会社 クレディセゾン

英文表記 Credit Saison Co., Ltd.

会社設立 1951年5月1日

本社所在地 〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1 
サンシャイン60・52F

代表者
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

主要な事業内容

①ペイメント事業〈クレジットカード事業および
サービサー（債権回収）事業など〉

②リース事業〈リース事業〉
③ファイナンス事業〈信用保証事業および
ファイナンス関連事業〉

④不動産関連事業〈不動産事業、不動産賃貸事業
およびサービサー（債権回収）事業など〉

⑤エンタテインメント事業
〈アミューズメント事業など〉

資本金 759億29百万円

社員数（単体） 4,288名

（注） 上記社員のほかに、嘱託、パート、アルバイトおよび派遣社員を雇用しており、その期
中平均雇用人数は1,598名（1日7.5時間換算）となっています。

会社情報・投資家情報 （2021年9月30日現在） データセクション
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インド

シンガポール

タイ

中国

フィリピン

カンボジア
ベトナム

インドネシア

主な営業拠点 （2021年10月1日現在） データセクション

現行の事務所を利用し、
青森、福島、静岡、長野、石川、
岡山、愛媛、鹿児島、沖縄に設置。

サテライトオフィス 9拠点

東京、大阪、福岡の国内3営業部
体制に変更。

国内営業部  3拠点

当社リモート拠点として
札幌、仙台、名古屋、広島に新設。

リモートオフィス 4拠点

新しい時代の、新しい営業スタイル
当社は、営業スタイルの変更に伴い、
オフィスのあり方を再考し、国内3営業部体制としました。
また、新たにサテライトオフィス、リモートオフィスも活用し、
固定的なオフィスに出勤する従来型の通勤概念を変え、
場所や時間にとらわれることなく
お客様への価値提供を行うスタイルに変更しました。

本社

〒170-6073
東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60・52F

〒112-0013
東京都文京区
音羽2-10-2
日本生命音羽ビル2F

東日本営業部

〒542-0081
大阪府大阪市中央区
南船場1-12-11
関西ユビキタス4F

西日本営業部

〒812-0011
福岡県福岡市博多区
博多駅前2-19-27
九勧博多駅前ビル9F

九州営業部

グローバル事業 統括拠点
Credit Saison Asia Pacific Pte. Ltd.

Credit Saison Asia Pacific Pte Ltd. 
9 Raffles Place #06-00 Republic 
Plaza, Singapore 048619

21



※1 CS Asia Pacific Pte.
※2 Kisetsu Saison Finance
※3 Saison Modern Finance
※4 Idemitsu Saison Microfinance
※5 SIAM SAISON
※6 世尊商務諮詢
※7 HD SAISON Finance （略称）

ブランディング戦略部

経営計画室

戦略M&A推進室

グループ戦略室

経営企画部

戦略人事部

CS企画部

財務経理部

総務部

コンプライアンス室リスク統括部

キャリア開発室

お客様相談室

IT戦略部

システム企画部

テクノロジーセンター

基盤統括部

基幹システム開発部

デジタルシステム開発部

ビジネスシステム開発部

プロセシング事業部

プロセシング推進部
プロセシング営業部
プロセシング企画部

事務センター
請求精算センター

オペレーションDX部

カスタマーサービス部
大阪インフォメーションセンター
東京インフォメーションセンター

クレジット事業部 大阪途上管理センター
東京途上管理センター
審査センター

債権統括部
信用管理センター
債権管理センター

信用企画部 提携準備室

戦略企画部 オペレーショングループ
アフィニティ営業部
新規事業開発部

ペイメント事業部

セゾンAMEX企画部
ビジネスソリューション部 

デジタルセールスグループ
営業グループ

セゾンAMEX営業部

商品開発部
富裕層ビジネスグループ
ロイヤルデスクグループ

セゾンAMEX事業部

フルライフビジネスグループ

デジタルマーケティング部
プロダクト開発推進部
アセットマネジメント部

デジタルサービス部

デジタルイノベーション事業部

営業推進部

営業推進事業部

東日本営業部 

九州営業部

MF事業推進部

西日本営業部 

グローバル事業部

グローバル戦略企画部
シンガポール共和国※1

ベトナム社会主義共和国※7

中華人民共和国※6

フィリピン共和国
タイ王国※5

カンボジア王国※4

インドネシア共和国※3

インド共和国※2

監
査
役
会

監
査
役

株
主
総
会

取
締
役
会

代
表
取
締
役

監
査
室

広
報
室

経
営
会
議

組織図

家賃保証グループ

ストラクチャードファイナンスグループ
住宅ローングループ

オペレーションセンター 

資産形成ローングループ

ソリューション営業グループ

オペレーションセンター 
事業統括グループ

オペレーションセンター 

企画グループ
営業グループ

ファイナンス企画部
リース部

信用保証部ファイナンス事業部

事業統括グループ

ファイナンスビジネス部
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ペイメント事業

ジェーピーエヌ債権回収
株式会社 サービサー事業

セゾン投信株式会社 投資信託の設定、運用ならびに販売

株式会社セゾン
パーソナルプラス 人材派遣事業

株式会社セゾン
ファンデックス

融資事業・不動産金融事業・
信用保証事業

Kisetsu Saison Finance 
(India) Pvt.Ltd.

インドにおけるデジタルレンディング
事業

PT. Saison Modern 
Finance

インドネシアにおける
デジタルレンディング・ペイメント・
ポイント事業・リース事業

エンタテインメント事業

株式会社コンチェルト アミューズメント運営事業・
不動産賃貸事業

不動産関連事業

株式会社アトリウム 総合不動産事業・サービサー事業

株式会社コンチェルト アミューズメント運営事業・
不動産賃貸事業

ファイナンス事業

株式会社セゾン
ファンデックス

融資事業・不動産金融事業・
信用保証事業

主な関係会社 （2021年10月1日現在） ※50音順 データセクション

ペイメント事業

出光クレジット株式会社
クレジットカード事業・
プリペイドカード事業・
ファイナンス事業

静銀セゾンカード株式会社 クレジットカード事業・
信用保証事業・プリペイドカード事業

株式会社セゾン
情報システムズ システム構築・運用事業

株式会社セブンCSカード
サービス クレジットカード事業

大和ハウスフィナンシャル
株式会社 クレジットカード事業

髙島屋ファイナンシャル・
パートナーズ株式会社 クレジットカード事業

りそなカード株式会社 クレジットカード事業・信用保証事業

HD SAISON Finance 
Company Ltd.

ベトナムにおける
リテールファイナンス事業

エンタテインメント事業

株式会社イープラス 入場券・チケット販売

主な連結子会社 主な持分法適用会社
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