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に書いてあるんですね。私は、監督機関である取締役
会は、緊張感というかそういうことを感じさせるような
存在でなければいけないと思っています。
つまり、予防
と発見という観点でいうと、取締役会に上がってきた
ら発見する、
というスタンスではなく、
きちんと活性化
し機能している会議体があるから変な考えを起こすの
はやめようと、その存在自体が最大の抑止効果となる
ような取締役会があると、
コンプライアンスに従った経
営をより確保しやすいと思います。議論が活性化する
ためにも、
きちんとした情報がタイムリーに上がってき
て、加えてそこまでの間にどういう揉まれ方をしてきた
のかというのが取締役会の場でわかることは非常に重
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要だと思います。

Q

これまで出席された取締役会の中で
印象に残ったディスカッションはありますか。

富樫 過去に、金額的なインパクトは大きくないもののグルー
プ経営という観点では重要性を感じる事項について、

社外取締役座談会

Q

最初にクレディセゾンの現状のガバナンスや
取締役会についての評価を聞かせてください。

知見やカルチャーの多様性にもフォーカスをされた体

資料を追加して取締役会に再付議するよう求めたこと

あり、
そこをそのまま放置していると、意図的に隠され

制へと、
さらにダイバーシティを拡充していくとより良

がありました。差し戻すことがあっても、
それを柔軟に

ていたものも含めて、
ある日突然、経営者自身も知らな

いのではないでしょうか。多様なカルチャーをもった人

受け入れてもらえますから、議論はやりやすいと感じて

かった不正が、全く想定していなかったところから明る

がいて、
いろいろと違うもの同士を組み合わせることが

います。

みに出る、
ということが起きます。

イノベーションの源泉ですから、その点を今後さらに

当社の取締役会の評価ですが、取締役会の資料は

期待したいです。

大槻 確かに、当社の取締役会は議論が活発で、反対意見に
対する聞く耳をもっていると思います。
そうした議論の

しっかり作られているという印象はあります。一方で改

横倉 私は今年から参加しましたが、取締役会の資料そのも

中で私が印象に残っているのは、中期経営計画などの

富樫 当社に限らず、
これまで社外取締役として企業の経営

善していただきたい点としては、取締役会に上るまで

のは、意思決定することのメリット・デメリットと、
しな

経営方針のディスカッションがとても充実していること

に携わってきた経験から、私は、取締役会で審議すべき

の議論の過程で出たプロコン双方を客観的な資料とし

いことによるメリット・デメリットがリスクとして明示

です。
グループ経営においては、
グループ会社も含め、

内容が、議論に必要な情報が「透明性ある形」
で、いか

て共有することだと思います。特に我々社外取締役は

されており、
とてもわかりやすいと感心しています。
こ

一覧性のある形で包括的な議論ができることが大事だ

に
「タイムリーに」上がってくるか、
これが、ガバナンス

個々の事業ラインに関わっていませんし、専門分野で

れだけ世の中がすごいスピードで変革していく時代で

と思うのですが、当社はこれだけグループ会社が多い

上、非常に重要だと思っています。
当社はグローバル展

はない領域もありますので、
そうした情報を加えていた

は、何もしないことが手遅れとなって企業経営そのも

にもかかわらず、
トップダウンで示された全体のター

開も含め、関連会社や子会社が多くありますが、今申し

だけることで、
より適切な判断がしやすくなります。

のに重大な影響を及ぼすことは十分あり得ますから、

ゲットが、各事業部やグループ会社に整合性の取れる

変わろうとする議案が上がってくることは良いことで

形で落とし込まれ、
とても整理された中で充実した議
論ができていたと思います。

上げた点で、
いかに内外グループ会社にわたるグルー
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といった機能が本社に比べて脆弱になりやすい側面が

大槻 そこは同感です。当社は執行役員制度を導入し、組織

プガバナンスを効かせていくかは、
ひとつの大きなテー

の面でも執行と監督の役割分担を明確にしました。

す。一方で、お二方のご意見にもありましたように、報

マです。外部の目が入らない非上場の関連会社・子会

この点は、
よりガバナンスが効きやすい方向性へと向

告内容も含め、議案が付議されるまでの執行側での議

横倉 私の少ない出席経験の中で申し上げますと、初めて参

社などについて、経営実態を正しく把握できるだけの

かっていると評価しています。
そこへの期待はあります

論のプロセスについてもご説明いただけると、監督と執

加した取締役会で議論の末に多数決で決した議案が

情報がしっかりと上がってきているかどうか。現業部門

が、執行側の議論の過程がより伝わりやすい形で私た

行とが分離された中で、監督の実を上げやすいように

あったことは、取締役会が形骸化していないことを強く

も含めて、不正などの不祥事が起きない統制が本当に

ちに情報を共有していただければ、私たちも取締役会

思います。

印象付ける出来事でした。1年目ということもあり、私は

取れているのかどうか。特に、他社で起きた事例などを

としての役割を果たしやすくなります。
もうひとつ課題

私は仕事柄、不正などの問題が発生した際の第三者

取締役会の前日までに担当者からご説明を受ける機会

見ますと、本社に隠れて意図的に行われる不正もあり

に感じているのはダイバーシティです。
そこを指摘する

委員会に加わった経験などもあります。そのような時

を設けていただいているのですが、感覚的には消化不

ますから、業種を問わず、
この部分はとても重要なポイ

ことは、女性である私自身のひとつの役割と思ってあえ

に、関係者の供述を見ると、本当にこんな説明で会議

良のまま臨んでいるような気もしていますので、欲を申

ントとなります。一般的に、海外展開をすると、その業

て触れますが、
ジェンダーだけでなく国籍や年齢はも

体を通過するのだろうかと、非常に緊張していた、取締

し上げれば、多少早めに材料をご提供いただけるとよ

況・業績を支えるリスク管理やコンプライアンス、監査

ちろん、多様な業務を展開しているからこその、個人の

役会の前日は眠れなかったということがたくさん資料

り闊達な議論に参加できるようになると思います。
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断しやすくなります。
こうした態勢を取ることも、
取締役

すく、議論も闊達になって、
その結果、不正の抑止にも

会での審議を効果的に行うために有効かと思います。

つながる好循環に入るのかなと考えます。

大槻 社外取締役の使命は、執行側がしっかりと執行してい
るかどうかのチェック機能です。チェックをしていくう
えで必要な目線としては、個々人の知見や経験に拠る

Q

不正の抑止など、
ガバナンスがうまく機能する
ためのポイントをどう考えますか。

ところが大きいので、結果として、執行側にアドバイス
として与えられる部分もあるかもしれませんが、課せら

Q

社外取締役として、
どのような形で経営に
貢献することが期待されていると思いますか。

化」
という“不正のトライアングル”があるといわれます。

れた任務はあくまで執行の監督です。

恐竜は絶滅し哺乳類が生き残ったように、強いもの

私は長くマーケットを見てきましたので、企業価値

ここに抜け穴ができないように運営していくことが重要

が生き残るのではなく、
変化に対応できたものが生き残

を高めることが、経営者や社員の皆さまが目指すべき

だと思います。不正の機会が生まれやすい心理や組織

るのだと思います。
ですから、芯をもちつつも、変化にき

富樫 取締役、
とりわけ社外取締役の使命は、経営の監督で

ところだと考えています。
そこに向けてどういう方向性

といった枠組みをなくすことも大事ですし、根底にある

ちんと対応し、
身軽で柔軟に変わり続ける、
そのような

す。多くの日本の経営者が、社外取締役に対して外部

が良いのかという確認ができるよう努めているつもり

カルチャーも重要です。一般に、心が離れてしまうと不

会社であり続けてほしいと思いますし、私もそうなるた

の意見を期待されていますが、その背景には、社外取

です。

正は発生しやすい印象がありますので、経営陣自らに

めにお役に立てたらと思います。

締役が事業そのものに関わっていない立場だからこそ

自問自答している問いなのですが、
ひとつ
横倉 私も常日頃、

よる対話も効果的だと感じています。当社は毎年全国

大槻 アイザック・ニュートンが万有引力の法則などの主要

の良さを見ているのだと思います。
同じ事業を経験して

の解としては、執行と監督という視点で見ると、
アクセ

規模で表彰式を開催していますが、非常にメッセージ

な法則を生み出したのは、実はペストでケンブリッジ

いなくても、
これまでのキャリアの中で身に付けた知恵

ルとブレーキでいえば、最後の非常ブレーキを踏む役

性が高く、社員の伸びしろだけでなく不正などのリスク

が休講になった際の“リモートワーク”中だったとされ

や経験が役に立ったり参考になるような場面は必ずあ

割は絶対に社外取締役に期待されている部分だと思い

の最小化という点でも効果的だと感じています。
一丸と

ます。故郷の畑でりんごが落ちるのを見た時、大学では

ります。
しかし、事業の専門的な議論の必要性が高まっ

ます。社外取締役が加わることによって取締役会の議

なって目標に向けて力を尽くしたチームが、経営陣から

できなかった柔軟な発想ができたということのようで

ている中で、社外取締役がどれだけ事業のことを深く

論が闊達になることは重要ですが、
もしかすると究極に

直接言葉をかけられながらリワードを受け、
涙しながら

す。パンデミックそのものは不幸な事態ではあります

理解したうえでコメントできるのかについては限界も

目指す姿は、非常ブレーキを踏む必要のない経営、
つま

受け取る姿に、
私も毎年感動します。

が、
コロナ禍で、時間ができたり、オフィス以外で過ご

あり、
だからこそ我々社外取締役の使命は、経営の監督

り、社外取締役が目立たないで済むような経営なのか

富樫 日本ではバブル崩壊後、銀行での不正が取り沙汰され

す時間が増えたことで、
イノベーションが起きやすいか

に限定されているのだと思います。

もしれません。
もうひとつは、非常勤ですので会社の細

ましたが、
その背景のひとつには銀行員の給与削減が

もしれません。
日常業務だけではない、
いろいろな角度

外資系企業では、経営者に近い部署で、
マーケットイ

かい部分までは熟知できませんけれど、社内のバイア

ありました。働いたことに対する対価が報酬ですから、

から物事を見られる今の状況を活かし、柔軟で、思い

ンテリジェンスの組織を設置している企業が多くあり

スなどにまみれない引いた立場である第三者性と、専

現代の雇用制度が変わりつつある過渡期においては、

も寄らない方向に目を向けた新しい発想を期待してい

ます。
例えば今、
日本では中央銀行のデジタル通貨の問

門職出身の社外取締役としては、法律家なら法律家な

しっかり働くことを前提に競合との比較で少しでも高

ます。

題などが急速に問題になってきていますが、
こうした市

りの思考の仕方、会計士なら会計士なりの視点など、
そ

い報酬を用意し、不正をしたら信賞必罰で終身雇用も

ゲームチェンジャーとなって勝ち残った企
富樫 GAFAなど、

場トレンドを押さえ、
そのトレンドが自社に与えうるイ

ういう目線も期待されていると思います。

保証しないということを明確にしておくことも、効果が

業に共通しているのは、
コア事業に集中特化し続けて

ンパクトについて、
どういう時間軸で、
どのように影響

ガバナンスについてはさまざまな議論がなされます

あると思います。私は日本企業の給与は低すぎると個

いる点です。今のクレディセゾンは決済を核にその周

を及ぼすのか、
そうなったらカードや預金口座はどうな

が、
どんなに立派な仕組みを作っても社外取締役の人

人的に思っていますが、社員の金銭に係る不正のきっ

辺にも網を張っており、
その意味では少しオーバースト

るのか、
といった事業への影響を現場の利害とは直接

数を増やしても、起こるところでは不祥事は起こってい

かけの多くは、報酬の減少か、終身雇用を前提にした時

レッチしているのですが、拠って立つべきコア事業は決

関わらないところで分析し検討する部隊があります。
ガ

ます。要は、いかに仕組みを作るかというよりは、作っ

の期待報酬との差異、
このどちらかだと思います。

済だと思います。
そこを外さずに極めていく哲学をもっ

バナンスと事業戦略はコインの表裏の関係にあり、
ガバ

たものがいかにきちんと機能して運用されているかと

ナンスに対する客観的な第三者意見は社外取締役が

いうことに、我々の限られた時間と知見をフルに発揮す

提供しますが、事業戦略に関わる部分の第三者的な分

る。そのためにも、目の前に提示された議案が、
どのよ

析や見解は、
インハウスのマーケットインテリジェンス

うな背景から出てどのように揉まれてきた結果ここに

部隊もしくは社外のコンサルタントが出す、
というケー

あるのか、
といったことが見えてくると、疑問を呈しや

スが多いのです。ですから、事業戦略上の第三者意見

てほしいと思います。
そもそも決済で収益を上げるビジ

Q

コロナ禍で大きな環境変化の中にありますが、
最後に一言、今後のクレディセゾンへの期待を
お願いします。

ネスとは何かを突き詰めると、それは支払いの繰り延
べです。1950年代初頭に米国でクレジットカードが起
こした革新は、
それまで法人間で行われていた紙ベー
スでの信用状を個人の世界にも導入したということで

横倉 長きにわたって不確実な時代だといわれてきた中で、

す。
カードがスマートフォンやプラスチックレスに変化

を直接社外取締役に求めるのではなく、事業戦略につ

今回のコロナ禍が強く印象付けたのは、局地的ではな

しても、
クレジットカードのコアが決済の繰り延べであ

いてはインハウスのマーケットインテリジェンス部隊

くて世界中で同時に起きたということと、強制的な契機

ることに変わりはありません。
この決済の繰り延べ機能

などを通じて社内でのサードパーティ意見を出したう

があると世の中ががらっと変わるということのふたつで

をどう収益にしていくかが、
すなわちファイナンスです。

えで取締役会に上げてくる。
そのうえで、最後に経営者

す。
来年の動向すら読めない中で企業経営をしていくに

の
「Neo」
が何なのかを突
「Neo Finance Company」

がリスクを取ると意思決定するならば、社外取締役は、

は、
迅速な意思決定と、
事業環境に適合した軌道修正を

き詰めながら、他社と同質化しない哲学を大切にしな

常にしていくことが重要だと思います。

がら、
ファイナンスを極めていってほしいと思います。

「この件はリスクを取るんですね、わかりました」
と判
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「動機」
「機会」
「正当
大槻 不正が発生してしまう要因として
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コーポレート・ガバナンス
機関構成・組織運営などに係る事項

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

組織形態

取締役の構成

指名・報酬委員会

監査役設置会社

当社は、革新的なサービスを創造し、継続的に企業価値を

定款上の取締役の員数

25名

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

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

定款上の取締役の任期

1年

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

取締役会の議長

社長

された取締役で構成され、代表取締役会長 CEOを委員長と

9名（3名）

取締役の人数（うち社外）

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

社外取締役の選任状況

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。

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

社外監査役のうち独立役員に指定されている人数

連携

指示・命令

（リスク管理委員会・
コンプライアンス委員会 等）

選任・諮問

答申・助言

指名・報酬委員会

業務執行権限委任

各部門

監視・モニタリング

●
●

評価結果の概要
有効性担保

監査

監査室

重要会議体

代表取締役

●

●

（2）取締役会の運営

（3）取締役会の役割・責務

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。

2018年度に実施した取締役会評価に基づいて、取締役などの指名および報酬などの決定に係る取締役会の機能の客観性・透明
性確保を目的として、2019年6月に指名・報酬委員会を設置しました。2019年度は指名・報酬委員会を4回実施し、取締役の選任
プロセスや取締役が受ける報酬の基準を策定したことから、今後はそれらに基づき、指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締
役会で決定されることになり、取締役会の客観性・透明性が確保されることになります。

より適切な人数で深く議論するための取締役会の役員構成を検討した結果、2020年3月に執行役員制度を導入することにより、
業務執行と管理監督の分離を図り、
コーポレート・ガバナンス体制のいっそうの強化を図るとともに、経営環境の変化に、
より迅
速に対応できる体制を構築します。
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。

経営企画部・リスク統括部 等

コーポレートガバナンス・コードへの対応状況
ガバナンス体制推移

2006 会社法施行
2014 スチュワードシップ・コード策定

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

2015 コーポレートガバナンス・コード適用開始
2006

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

執行役員制度導入（2020年6月より取締役減員）

経営と執行の分離

取締役選解任、役員報酬等透明性確保

指名・報酬委員会

しています。
■

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

社外取締役

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

社外監査役

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

取締役会実効性評価

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
取締役会の機能向上、開示

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

経営・執行体制
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
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多様性

（女性比率）

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

取締役会
選任・委任・監督

独立性

88.9%

取締役会の実効性について

選任
監視・検証

11.1%

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

3名

経営リスク・財務状況の適時報告

監査役会

男性

諮問を受け審議し、取締役会に答申します。

株主総会

会計監査人

66.7%

女性

（社外取締役比率）

ます。同委員会は、取締役の選解任に関する事項、取締役が

実施概要
選任

33.3%

し、社外取締役を半数以上とする5名の委員で構成されてい

コーポレート・ガバナンス体制の模式図

選任

社内

4名（3名）

監査役の人数（うち社外）

https://corporate.saisoncard.co.jp/esg/governance/pdf/
governance_report_202011.pdf

社外

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担当取
締役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。
さらに、2020年3月より執行役員制度を導入し、

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

経営環境の変化に、
より迅速に対応するため、取締役会が経

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

営・監督機能に専念できる環境を整えることでコーポレート・

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

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４−３② 取締役会の役割・責務（3）

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４−３③ 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上で解
任を決議することとなります。
■

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
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
おりますが、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

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

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

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

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

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

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

ガバナンスのいっそうの充実を図るとともに、
経営に携わる人

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

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

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

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

材登用の機会の拡大により次世代経営層の育成を図ります。

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

者が選任されています。
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コーポレート・ガバナンス

役員報酬および監査報酬
■

業績等への貢献度について当該取締役を含む全取締役が評
価した結果を踏まえ、指名・報酬委員会で策定された取締役

リスク管理体制およびコンプライアンス体制強化

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

役員の報酬について

が受ける報酬の基準に基づき、取締役会より委任を受けた

当社では、持続的な企業価値の向上を実現するため、
コー

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

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

代表取締役会長 CEO が取締役会決議により委任された範

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

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

囲に従い、役員報酬規程に基づき決定します。

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

組んでいます。

関する方針として、取締役会において役員報酬規程を定めて
います。2019年度の取締役の報酬体系については、職位や経

なお、
当社は、役員報酬の総額については、2007年６月23

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。

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

営責任レベルに応じた報酬水準に基づき個人別に設定され、

日開催の第 57 回定時株主総会において、取締役の報酬な

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

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

長期インセンティブとなる当社株式購入
（役員持株会拠出）
の

どの額を年額 750百万円以内（うち社外取締役分は年額 50

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

原資となる報酬を含んだ
「基本報酬」、単年度の当社業績およ

百万円以内）、監査役の報酬などの額を年額150百万円以内

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

び各取締役の当社業績への貢献度（将来の成長戦略を含む）

（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

基本方針を取締役会において決定しています。なお、財務報

について全取締役が相互評価した結果などを踏まえ算出する

せん。）
と決議いただいていますが、2020年６月18日開催の

告に係る内部統制への対応につきましては、
リスク統括部を

「変動報酬（賞与）」
で構成されています（社外取締役は固定

第70回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に

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

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

対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定を決議いた

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。

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

変動報酬（賞与）は、企業価値向上を図るため単体の経常

だき、2007年６月23日開催の第57回定時株主総会において

リスク管理については、
「リスク管理委員会」およびリスク

くために有効と思われる業績結果・財務内容・戦略などの情

利益（一過性要因などを除く）の成長率を定量的な業績指標

（う
決議いただいた取締役の報酬などの年額750百万円以内

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

報も積極的に開示しています。決算説明会における経営トッ

としているほか、各取締役の当社業績への貢献度について当

のうち、譲渡制限付株
ち社外取締役分は年額50百万円以内）

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

プのプレゼンテーションを動画配信するなど、IR関連コンテ

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

式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、
年額150百万

理規程」
「損失の危険の管理に関する規程」
および「危機管理

ンツを拡充し、個人投資家を含め広く投資家の皆さまに企業

績指標としています。

円以内と決議いただいています。

規程」に基づき、社員に対して定期的な社内教育・訓練を行

活動をご理解いただけるよう努めています。
また、2020 年 9

報酬のみ）
。

適した経営機構のあり方を検討していきます。

株主・投資家の皆さまとの対話（IR活動）

変動報酬（賞与）の算定方法は、職位別の基準額に対して

2019 年度における当社の役員区分ごとの報酬などの総

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

月末時点で当社発行株式の約30％を外国人株主が保有して

定量指標の業績連動係数（定量的な業績指標の前年比）
と定

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

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

いますので、海外在住の投資家へのIR活動として、電話会議

を乗じ
性的な評価の業績連動係数（おおむね80％〜120％）

は、以下のとおりです。

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

などを活用して企業活動を説明しています。

たもので算定されます。2019年度の定量指標の業績連動係
数は92％となりました。

報酬など 報酬などの種類別の 対象となる
総額
（百万円）
の総額
役員の
（百万円） 基本報酬
員数
（人）
賞与

区分

（長期インセンティ
報酬の構成比はおおよそ基本報酬80％

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

ブとなる当社株式購入の原資となる報酬を含む）に対し、賞

取締役（社外取締役を除く）

468

349

119

14

遵守、公正性、倫理性を確保するために、
「コンプライアンス

与は20％程度であり、賞与の割合は当社業績などに応じて変

監査役（社外監査役を除く）

14

14

−

2

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

動します。

社外取締役

24

24

−

3

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

社外監査役

33

33

−

4

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。

（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。

3 基本報酬には当社株式購入（役員持株会拠出）原資となる報酬を含
んでいます。

下の事項を答申します。
●

その他、指名・報酬委員会が必要と認めた事項
各取締役への支給額は、2020年度から、各取締役の当社

基本報酬
（約80％）
職位や経営責任レベルに
応じて設定
（株式報酬を含む）

Plan
変動報酬
（約20％）

■

株主総会
当社は、株主が十分な議案の検討時間を確保できるよう、

招集通知を法定期日より前（株主総会開催日2週間以上前）
Do

Check
モニタリング・
報告

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

報告

導入・テスト

社内取締役の報酬体系

リスクへの
対応計画

その他取締役会が指名・報酬委員会に諮問した事項

2019年11月開催 決算説明会の様子

各部・グループ各社

リスクの集約

●

め、記載を省略しています。

に発送するとともに、
当社WEBサイトおよびTDnetに開示し
ています。

第70回定時株主総会（2020年6月18日開催）
ご来場株主数

単年度の当社業績および
当社業績への貢献度

1回

Check

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

リスク主管部

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

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

証券会社主催コンファレンス

158回

リスク統括部

リスクの評価

●

●

反映

リスクの識別

●

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

セルサイドアナリスト／機関投資家との個別面談

2回

リスク管理委員会

Action

●

■

決算説明会

クレディセゾン取締役会

諮問委員会である
「指名・報酬委員会」の設置を決議し、役員
報酬につきましては、同委員会が取締役会の諮問に基づき以

2019年度のIR活動実績

リスク管理体制

2 2020年3月末現在の取締役人員は15名、監査役人員は4名です。

当社は、2019年6月7日開催の取締役会において、任意の

63

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

Action

議決権行使比率

47名
89.68%
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取締役･監査役･執行役員（2020年10月1日現在）
監査役

取締役

左より：
井川 裕昌
金子 美壽
笠原 智恵
原田 宗宏

金子 美壽

1956年11月生

常勤監査役
1990年１月
2008年６月
2010年３月
2015年３月

当社入社
当社取締役
当社常務取締役
㈱キュービタス
（2020年4月
当社に吸収合併）代表取締
役社長

原田 宗宏

1954年7月生

井川 裕昌

1958年10月生

笠原 智恵

1968年9月生

常勤監査役（社外・独立）

常勤監査役（社外・独立）

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

1982年４月
2013年６月
2014年６月
2019年６月

2000年４月 弁護士（第一東京弁護士会）

組合専務理事

2019年６月 当社常勤監査役（現任）

大蔵省
（現財務省）
入省
名古屋税関長
東日本高速道路㈱常勤監査役
当社常勤監査役
（現任）

2019年６月 当社常勤監査役（現任）

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）

執行役員
前列
（左より）
：髙橋 直樹 林野 宏 山下 昌宏 水野 克己

林野 宏

1942年8月生

水野 克己

1969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、
関係会社

取締役（兼）専務執行役員
ブランディング戦略部、
プロセシング事業部、
グローバル事業部 管掌（兼）戦略企画部 担当

1982年３月
1983年4月
2000年6月
2019年３月

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

当社入社 クレジット本部営業企画部長
当社取締役
当社代表取締役社長

1958年3月生

代表取締役（兼）社長執行役員COO
経営全般執行、
カード合弁会社
広報室、
ペイメント事業部、営業推進事業部 管掌
1981年４月
2010年6月
2019年3月
2020年３月

富樫 直記

1960年10月生

取締役（社外・独立）
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４月 オリバー・ワイマングループ㈱

前列
（左より）
：
安森 一惠
小野 和俊
馬場 信吾
嶋田 かおり

代表取締役日本代表パートナー
（現任）

2017年６月 当社取締役（現任）

後列
（左より）
：
根岸 正樹
森 航介
足利 駿二
重政 啓太郎
磯部 泰之
中山 直喜

当社代表取締役会長CEO

山下 昌宏

当社入社
当社取締役
当社代表取締役社長COO

当社代表取締役
（兼）
社長執行役員COO

髙橋 直樹
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後列
（左より）
：富樫 直記 岡本 龍成 三浦 義昭 大槻 奈那 横倉 仁

1950年8月生

三浦 義昭

1966年9月生

取締役（兼）専務執行役員
ペイメント事業部長、
営業推進事業部長
（兼）
プロセシング推進部、
アフィニティ営業一部、
アフィニティ営業二部、事業戦略部、
アライアンス開発部 担当
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

岡本 龍成

1967年4月生

代表取締役（兼）副社長執行役員CHO
管理部門全般戦略推進、新規事業
監査室、総務部、戦略人事部、IT戦略部 管掌

取締役（兼）常務執行役員
ファイナンス事業
ファイナンス事業部 管掌（兼）
部長（兼）
リース＆レンタル部 担当

2005年４月
2005年6月
2016年3月
2020年3月

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

当社入社 顧問
当社常務取締役]
当社代表取締役副社長
当社代表取締役
（兼）
副社長執行役員CHO

大槻 奈那

1964年9月生

取締役（社外・独立）
2016年１月
2017年６月
2018年４月
2018年４月

マネックス証券㈱執行役員
（現任）
当社取締役
（現任）
名古屋商科大学大学院教授
（現任）
二松學舍大学国際政治経済学部客員教授
（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 二松學舍大学理事（現任）

横倉 仁

1969年5月生

取締役（社外・独立）
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）

常務執行役員
馬場 信吾

執行役員
1971年1月生

重政 啓太郎

1965年2月生

経営企画部、
リスク統括部、
財務経理部 管掌

CIO IT戦略部 担当
（兼）
IT戦略部長

小野 和俊

森 航介

1976年8月生

1977年5月生

CTO デジタルイノベーション事業部

磯部 泰之

1969年8月生

嶋田 かおり

1966年10月生

CS企画部 管掌（兼）事業開発部、

クレジット事業部 管掌（兼）
クレジット
事業部長（兼）
カードファイナンス部、
加盟店企画部 担当

（兼）
アセットマネジメント部 担当
CS企画部長（兼）事業開発部長

安森 一惠

根岸 正樹

1973年11月生

1972年9月生

グローバル事業部長（兼）Credit
管掌
（兼）
デジタルイノベーション事業 Saison Asia Pacific Pte. Ltd. 出向
部長（兼）
テクノロジーセンター長
（兼）
グローバル事業部付
（インド担当）
部長

プロセシング事業部長（兼）
経営企画部、
プロセシング営業部、
審査センター、
東京途上管理センター、 プロセシング企画部、
グローバル戦略
（兼）経営企画部長
大阪途上管理センター、
戦略人事部 担当 企画部 担当

足利 駿二

中山 直喜

1971年5月生

セゾンAMEX事業部 管掌（兼）
セゾンAMEX事業部長（兼）
ビジネスソリューション部、信用保証部、営業企画部（法人営業担当）担当

1965年6月生

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（兼）
ストラクチャードファイナンスグループ 部長
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