STRATEGY

ペイメントビジネス
当社ではお客様の利便性追求と小売系、
鉄道系など

進などカードイシュアとしてのノウハウや、
提携先の事務処理ニーズに応じたシステム開発から運用までのワ

多彩な提携先のニーズに応えた多様な決済サービスを提供しています。

ンストップ受託の強みを活かし、
プロセシング事業の拡大に取り組んでいます。現時点では、具体的な案件は

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、

まだお伝えすることができませんが、新規案件の獲得に向けて着実に進んでいることをお伝えします。

モバイルPOSなど、現金市場を打ち崩す施策の展開により、

個人消費・法人取引それぞれのキャッシュレス決済市場における

BtoC領域

No.1カンパニーを目指しています。

第1弾

SAISON CARD Digital

第3弾 セゾンローズゴールドAMEX

第2弾

大和証券
セゾンプラチナAMEX

第4弾 セゾンゲーミングカード

And more

第5弾予定

2023年

2022年
2021年
プロセシング領域

2020年11月

システム開発とオペレーションの受託を
当社一社で受託可能
● イシュアとしてのノウハウを提供可能
（会員募集や利用促進等）
●

プロセシング領域 当社の
強み

日本のクレジットカード決済比率は約20％と、海外先進国と比較して

市場環境

遅れていますが、消費税増税後の経済対策として政府が推進する
「2025
年までにキャッシュレス比率40%」
や、
高度な金融サービスの創出を企図
した銀行のシステム開放によりキャッシュレス化が進展しています。
さら
に東京オリンピック開催に向けたコンタクトレス
（NFC）決済などインフ
ラ整備に加え、
コロナ禍による生活様式の変化もこの動きを加速すること
となりました。一方で、決済手段は、
クレジットカード、交通系・流通系IC
カード、QR決済、
スマートフォン決済など多様化し、消費者にとっては利
便性や購入時の割引率、決済事業者にとっては手数料や入金スピードの
早さなどで、特にスマートフォン決済サービスの利用が増加しています。

コンビニ収納
ペイジー

7.6%

今後の課題と
取り組み

9.5%

デビットカード

イシュアとしての
ノウハウを活かした
新規プロセシング受託先の拡大

新型コロナウイルス感染症による環境変化を踏まえ、
「非対面」
「非接触」
を推進しています。
その一例が、

2020年11月にリリースした「SAISON CARD Digital」
です。本サービスは、
スマートフォンでクレジットカー
触決済を利用できるサービスとなります。環境変化に柔軟に対応しつつ、顧客利便性向上に向けたサービス
開発を継続することでペイメント事業の成長につなげることに加え、当社が掲げる中期経営ビジョン
「Neo

Finance Company in Asia」ならびにミッションステートメント
『お客様と50年間を共に歩むファイナンスカ

クレジットカード

ンパニーへ〜お金に関する
「安心」
と
「なるほど」
を〜』
の実現を目指していきます。

21.3%

* 経済産業省、日本銀行、ニューペイメントレポート、三菱
UFJリサーチ&コンサルティング、各社・各協会公表資料
などを基に、
当社独自推計。
クレジットカードには、
法人系
カードの決済額
（推計3兆円／シェア 1％分）
を含む

主要指標（KPI）

指標
クレジットカード総会員数

中期経営計画の
進捗

And more

オンラインショッピングや実店舗での非接
ドの申込完了から最短5分でアプリ上にデジタルカードを発行し、

総額296.1兆円
（2019年度）

プリペイド・
電子マネー

0.6%

40.5%

個人消費に
占める
決済手段別シェア

16.3%

第2弾予定

提携先ニーズに合わせた受託範囲のカスタマイズ
※ 完全受託から途上管理/コールセンター等の
部分受託も選択可能
● 既存ペイメント事業者や新規参入者へのアプローチ

現金他

4.1%

振込・
口座振替

第1弾予定
●

■ デジタル時代に求められるUX
（ユーザーエクスペリエンス）
の実現

2017年度

2018年度

2,695万人

2019年度

1,498万人

1,490万人

キャッシュレス化の進展により、
当社はクレジット事業の根幹である
「信用供与」
にデジタル時代ならでは

ショッピング取扱高

4 兆 6,830億円

4 兆7,885億円

の付加価値を提供すべく構造改革を推進しています。
これまでは㈱パルコや㈱ヤマダホールディングスをは

キャッシング取扱高

2,481億円

2,429億円

稼動会員数

2,639万人

2,679万人

1,496万人

4 兆9,469億円

2,375億円

じめとする提携先の商業施設において提携カード向けに
「即時発行サービス」
を提供していましたが、
その進
化形として、入会後にプラスチックカードを待たずに即利用したいという顧客ニーズに対応した
「SAISON

主要サービス

CARD Digital」を2020年11月に開始しています。
特徴
スマホ完結！最短5分で番号発番

●

お申し込みからカード番号発番まで最短5分

●

申込管理 決済までスマートフォンだけで完結

国内初！番号レスカード
カード 番号、有効期限、
セキュリティコードを表示しないタイプのフィジカルカード を発行

安心オプション機能

●
●

24時間ほぼリアルタイムでカードの利用内容をPUSH通知でお知らせ

スマートフォンで簡単にカード の利用制限可能

導入背景
スマートフォンは生活するうえで
欠かせないマストアイテム 、
且つコロナによる
「非対面」
「非接触」
ニーズの向上

オリジナル

提携

プリペイドカード

アライアンスパートナー
※サービス開始時（一例）

NEOMONEY MEMBER

SAISON CARD Digitalの特徴
「スマホ完結」
「すぐ使える」
「 簡単・安心」
を活用した
アライアンスを展開

若年層にアプローチする
アライアンス戦略武器 として
「SAISON CARD Digital 」
の活用

役員メッセージ

2020年ペイメント事業のDXは、
スマートフォン完結型のカードレススキーム
「SAISON CARD Digital」
の開始、
このカードはプリペイドカードです。Visa加盟店でご利用いただけます。
（一部店舗を除く）
ご利用の際は、
「Visaカード、1回払い」とお伝えください。

パルコ様のアプリ決済連動によ
店頭申込における書面およびiPadからお客様自身のスマートフォン申込への移行、
ご署名 AUTHORIZED SIGNATURE 署名のないカードは使用できません。 Not Valid Unless Signed
VOID VOID VOID VOID VOID VOID VOID
A 07 DNP169999999999
VOID VOID
VOID VOID VOID VOID VOID VOID VOID
VOID VOID VOID VOID VOID VOID VOID

■ 顧客基盤の増強とそれを支える基幹システムの利活用促進
ショッピング取扱高の拡大には新規提携ネットワークの拡大が不可欠です。2019年9月には㈱大和証券
グループ本社と次世代総合金融サービスの開発・提供を目指して資本業務提携に合意し、大和証券グループ
の約300万件の口座と当社のカード会員3,700万人の顧客基盤をベースに相互送客や新たな顧客基盤の開
拓、
さらに両社のノウハウを組み合わせた新しい総合金融サービスの開発に取り組んでいます。
当社では会員募集や利用促
またUXの向上には決済手段の多様化に応じた事務処理の効率化が不可欠です。
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るすべてのセゾンカードホルダーの3％ポイント付与など、着実に進んでおります。新型コロナウイルス感染症は大
●このカードは署名会員ご本人様のみがご利用いただけます。
●このカードは、
プリペイド
（前払い式）
カードです。
あらかじめチャージ
（ご入金）
いただいた金額の範囲内で、
海外のVisa・PLUSマークのあるATMでの現金の引き
出しや、
国内・海外のVisa加盟店でのお買物にご利用いただけます。
店頭での残高確認、
レシートへの残高表示は
ございません。
●このカードを拾得された方は下記インフォメーションセンターへご連絡ください。

カードに関するお問い合わせ先

きなダメージを社会に与えた一方で、前述のような動きをお客様の意識、企業アクションの両側面で一気に推進さ
DNP169999999999 100003

「消費者目線」
での改良を日々我々の仕事の中心とし
せたとも言えます。DXは常に進化させ続けるべきものであり、

セゾンAMEXを中心としたプロ
て取り組み続けます。
また、戦略的にはミレニアル、Gen-Zへのフォーカスを強め、

ブランドの認知・認識を
パーカードのリブランディングによる機能・サービス進化を行うことで、新たな
「SAISON」
高めて、既存の提携カードを含めたペイメント事業全体のさらなる活性につなげていきます。
取締役（兼）専務執行役員 ペイメント事業部長

三浦 義昭
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STRATEGY

ソリューションビジネス
当社のカードビジネスのノウハウや

グループ約3,700万人の顧客基盤、

今後の課題と
取り組み

多種多様な提携パートナーのリソースを活用し、
個人事業主や中小企業向けに経費精算などの

企業規模や企業ニーズに応じたさらなるキャッシュレス化支援やバックオフィス需要を取り込むためには、
顧客満足度を高めることと、
企業ニーズに確実に応える体制構築が不可欠です。
当社では使い勝手の良い法人
商材を開発するために与信枠拡大や支払いの繰延機能など新たな商品設計やサービス改訂に取り組みます。

バックオフィス業務の効率化やキャッシュフローの改善、

また、顧客ニーズに沿ったソリューション提案を実現すべく、
「商材単位」から
「法人単位」
で推奨できる事

キャッシュレス化支援など、企業ニーズに応じた

業横断型プラットフォームの構築に取り組んでいます。今後は加盟店・リース契約などを通した企業情報の

ビジネスのサポートサービスを提供しています。

に基づいた独自与
統合管理を実現し、企業ごとに全事業共通のIDを採番、取引深度（取引数・取引内容など）
信モデルを構築し、適時適切な企業融資やレンディングのご提案など、
ソリューションビジネスの精度向上を
目指しています。

現在、日本企業は労働人口の減少による人手不足、1 人

市場環境

当たりの生産性向上、働き方改革、
ワークライフバランスな
どさまざまな課題を抱えています。日本における企業数は

主要指標（KPI）
日本の法人決済マーケット
カード決済未開拓領域

カード決済額

400万社、
うち9割が中小企業・小規模事業者と言われてい
ますが、
その数は労働者不足や経営者の高齢化などにより
減少傾向にあります。一方で、日本の法人決済市場は920
兆円であり、
うちカード決済額はいまだ3兆円と開拓余地は

法人系カードのラインナップ

約1.25倍

917兆円

3兆円

BtoB領域における
カードショッピング取扱高

法人決済
マーケット

約5,100
億円

920兆円

約5,800
億円

大企業

中規模企業

約6,500
億円

コーポレート
カード

中／小規模企業向け
プロダクト開発予定

小規模企業

セゾンプラチナ
ビジネスAMEX

個人事業主

セゾンコバルト
ビジネスAMEX

十分にあると考えます。
※ VISAワールドワイド
「日本の法人決済市場とVISA戦略」
など
より当社独自推計

中期経営計画の
進捗

■

2017年度 2018年度 2019年度

BtoB領域のショッピング取扱高拡大
労働人口の減少により、生産性向上や業務の省力化ニーズが高まっています。当社では法人系カードの

主要サービス

発行に加え、企業ニーズを複合的に組み合わせたソリューションサービスを提案し、企業間決済における
キャッシュレス化を支援しました。その結果、前年度比 10％増、6,500 億円を超えるなど、取扱高は着実に
伸長しています。

経費精算の手間を省く
世界基準の経費管理システム

将来のクレジットカード売上で資金調達
売上ペースに合わせて精算可能

売掛債権買取&請求書作成代行
BtoBの請求業務負担軽減

給与受取サービス
人材確保に効果的

振込手数料削減と
経理業務の効率化

カード会員の集客効果
さまざまな告知ツールでのPR掲載

の営業拡大
■ 中小・個人事業主向け市場（SMEマーケット）

2019年度には中小・個人事業主向けカードを新たに2つ
リリースしました。

個人事業主・中小企業向け
カードの伸び率

1つ目は、クラウド会計ソフトを提供するfreee ㈱と提携
し、同社サービスを導入する個人事業主・中小企業経営者
を対象に、企業の財務データや取引データを活用した与信
モデルによる
「freeeセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・

個人事業主・中小企業向けカード
前年度比

+30%以上

です。
エキスプレス®・カード」

2つ目は、中小企業・小規模事業者・個人事業主をはじめ、
スタートアップ企業などのビジネスオーナーにご活用いた
だける、BtoB決済の優遇サービスを付帯した新しいビジネ
スカード
「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレ
です。
ス®・カード」

BtoB領域全体
前年度比

+10%以上

役員メッセージ

BtoB領域におけるショッピング取扱高の拡大を含めたキャッシュレス化の推進は、当社にとって大きなミッショ
ンとなっています。取引先企業様からは、
キャッシュレスソリューションだけでなく、経費精算などのバックオフィス
業務の効率化を目的としたソリューション提供に加え、
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
企業融資・レンディ
ング、
売上支援などのニーズも増加しております。
当社としては、
これまで培ってきたカードビジネスのノウハウや約

3,700万人の顧客基盤、多種多様なパートナーなどのリソースを強みに、さまざまなニーズに応えることでリレー
ションを強化し、企業様と共に成長を目指してまいります。
今後、法人カード発行先様、加盟店契約先様、
リース取引先様などの各取引情報の統合管理を実現することで、企
業様との多面的な取引の実現を目指してまいります。
常務執行役員 ビジネスソリューション部 担当
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足利 駿二
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STRATEGY

資産運用ビジネス
サービス寿命の長いクレジットカードをタッチポイントに、

というおまけを楽しみながら長期運用を体験することで、投資に馴染みのない若年層の投資初心者の利用が

資産形成の第一歩として長期投資の体験サービスや投資に関わる

※ 2018年6月「ポイント運用サービス」特許取得（第6357521号）

人生100年時代に向けてお客様一人ひとりのライフイベントに寄り添い、

増加するなど、貯蓄から資産形成の流れが活発化していくものと期待されます。

多様なソリューションを提供しています。
当社では資産形成のリテラシーの向上に加え、
若年層や子育て中の女性など
幅広い層に対し金融商品に関する興味を喚起し、

今後の課題と
取り組み

金融市場全体の健全な発展に貢献すべく取り組みを強化しています。

当社では、
「貯蓄の増やし方」
や
「資産形成や運用方法」
に関するお客様の関心や疑問に応え、富裕層向けと
捉えられがちな資産形成サービスを、広く若年層や主婦層にも浸透させることが資産運用ビジネスの拡大と
市場の健全な発展に必要と考えています。
そこで利用者拡大に向けた取扱商品やサービス拡充とともに、
「セ
ゾンポケット」拡大に向けて大和証券グループやスマートプラス、
セゾン投信との連携強化に取り組みます。

主要指標（KPI）
市場環境

利用者

長期資産形成ファンド
運用資産残高

我が国の社会保障制度はさまざまな問題を抱え、
とりわけ年金制度の先行きが不透明さを増す中で、将
来に向けた資産形成は個人の自己責任が基本といった考え方が一般的になりつつあります。最近では「老

約

また、
「つみたてNISA」
や
後2,000万円問題」が話題になるなど、世の中の資産形成への関心はより高まり、
といった制度面での国の後押しもあり、投資への興味・関心は確実に高まっています。一方で、
「 iDeCo 」

約

3,000 億円

50 万人

運用金額

約

10 億円

2019年12月末の家計の金融資産残高は約1,903兆円となり、
うち
「現金・預金」
は52.9％を占めるなど貯蓄
から資産形成への動きが進展していない状況が継続しています。

主要サービス
クレジットカード会員数

残あり顧客口座数

中期経営計画の
進捗

純金融資産分類

産運用の疑似体験ができる手軽さから、永久不滅ポイントの交換ランキングで上位となり、
ポイント運用金額

超富裕層

は約10億円を達成しました。

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

「セゾンポ
す。
当社ではこれらを解消し
「やさしい」
「簡単」
「わかりやすい」投資を実現するため、2019年11月

富裕層

て、
さらには永久不滅ポイントによる購入も可能で、
お客様のスムーズな投資をサポートしています。
ポイント

2019年度結果

2019年11月 スマートフォン証券サービス

マス層
3千万円未満

2020年度ポイント

利用者拡大に向けた取扱商品拡充やサービス拡充
資産形成プラットフォームとしての
「セゾンポケット」
拡大に向けて
「大和証券グループ」
「セゾン投信」
「スマートプラス」
との連携強化

50代以上

大和証券とお取引をされている
お客様への特別なクレジットカード
2020年11月提供開始

40代以上
20代以下

役員メッセージ
資産形成と言うと富裕層に向けたサービスであり、
自分には関係がないと思われるお客様が大半ではないでしょ
うか。
クレディセゾンでは、
「どうすれば自分自身のお金を育てていくことができるのか」、
また
「大切な資産をどのよ
お客様が手軽に始められるポイント運用サービスはビジネス特許を取得。3年目にして利用者が50万人超となりま

資産形成プラットフォーム

した。若年層や女性層が疑似体験から本格的な運用を始めるきっかけを提供しています。
まだまだ少しのポイント
連携強化

連携強化

を動かしているだけのお客様が多い状態ではありますが、稼動も着実に増えています。
また、2020年4月より提携先

お客様にサービス提案をしていき
である大和証券グループ本社とのタイアップが始動。
リアルとWebを活用して、
ます。
これからもお客様から支持され、わかりやすく安心して資産を預けられるサービスを提供していきたいと思
います。
執行役員 アセットマネジメント部 担当
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90代以上

うに運用していけば良いのか」
と言うお客様の声に応えていくために、
アセットビジネスの領域を拡充しております。

「セゾンポケット」提供開始

カード決済、永久不滅ポイントで
投資信託・株式の積立が可能に

年代別分布

アッパーマス層
3千万円以上

お客様のライフサイクルに寄り添い
人生100年時代に向けて、
お客様の投資への第一歩をサポート

提供開始

カード会員への
証券・資産運用サービス

1億円以上

ケット」
をリリースしました。簡単な手続きによる証券口座の開設、
カード決済による投資信託・株式の積み立

2018年9月 「ポイント運用サービス」株式コース

富裕層顧客への
決済・ローンサービス

5億円以上

投資初心者が投資を始める際には「怖い」
「面倒」
「わからない」
といった思いを抱く方が多いのが実態で

2016年12月 「ポイント運用サービス」提供開始

約

約

た。
サービス開始から約3年で利用者数は約50万人に上っています。証券口座の開設といった手間がなく、資

資産運用ビジネスの沿革

2,600万人

300万人

※からスタートしまし
当社における資産運用ビジネスは、2016年12月、業界初の「ポイント運用サービス」

嶋田 かおり
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STRATEGY

デジタルマーケティング
当社では、IT技術に金融サービスのノウハウを融合させることで、

る目的で、2020年3月末現在、
セゾンベンチャーズを通じて、決済、
コマース、
シェアリング、新技術など多様

カード会員様向けに
「良質なコンテンツ」
と
「利便性の高い決済機能」
を提供しています。

なベンチャー29社に出資を行っています。

新型コロナウイルス感染症がもたらした
「非対面」
「非接触」
など

UXを磨くことを目的とした
顧客心理・行動変容への対応に加えて、
DXの加速度的な推進が必要だと認識しています。

今後の課題と
取り組み

「マーケティング」
の
これらを解決すべく
「ペイメント事業」
「周辺サービス」
「社内IT」

を推進することで成長軌道への基盤構築を目指しています。
「4つのDX戦略」

デジタル技術の急速な変化にスピーディーかつ的確に対応していくためにはデジタル人材の確保が不可欠
です。
当社ではエンジニアの採用を強化するとともに、
デジタル技術をお客様の喜びや驚きに満ちた顧客体験と
して創出できるデジタル人材の育成に取り組んでいます。
同時にお客様からお預かりした情報を、
有効活用す
るために、
個人情報保護法に基づき適切に管理するなどコンプライアンスのさらなる強化に取り組みます。

主要指標（KPI）

インターネットサービス
「Netアンサー」
「アットユーネット」
登録会員数

2019年における国内の消費者向け電子商取引の市場規模は、19.4兆円（前年比7.7％増）、国内の企業間

市場環境

2017年度

指標

スマートフォンアプリ
「セゾンPortal」
「UC Portal」
累計ダウンロード数

（前年比2.5％増）
に拡大しています。全商取引におけるEC化率は、BtoCで6.8％
（前
電子商取引は353.0兆円
（前年比1.5%増）
と増加傾向にあり、商取引の電子化が引き続き進展していま
年比0.5%増）、BtoBで31.7％

セゾンベンチャーズ
(出資先企業数)

す。
このようにデジタル技術の進展により、生活スタイルやビジネス環境が大きく変化する中、
当社のビジネ

2018年度

2019年度

1,425万人

1,505万人

1,563万人

398万

549万

736万

4件（累計17社）

7件（累計24社）

5件（累計29社）

スも商品、販売、競合環境などあらゆる側面で急速に変化しています。

主要サービス
中期経営計画の
進捗

デジタル化の急速な進展でビジネス環境が大きく変化する中、
当社はDXを新たなイノベーション創出に向

ふるさと納税サイト
「セゾンのふるさと納税」

けた重点戦略として取り組んでいます。
デジタル技術によって顧客体験や業務効率が大きく変わる領域は、
審

寄付のお申し込み、寄付金のお支払いまでワンストップで利用できるだけでなく、寄付金のお支払いにはセゾンカード・UC
カード決済に加え永久不滅ポイントも利用可能。
また、
インターネットサービス
「Net
アンサー」
「アットユーネット」
でログインすると、
ふるさと納税に必要な氏名や住所な
どの基本情報・クレジットカード情報が自動連携され、簡便に利用できます。

査、発行、利用、請求、途上、債権管理に至るクレジットオペレーションからブランディング、販売促進、CRMに
至るマーケティング領域、
当社リソースを活用した新規事業開発、
そして社内の生産性向上、組織活性化など
カード会員様、
提携クライアント様、
カード加盟店様、
すべてのお客様
全社に及ぶものです。
当社はDXを通じ、

セゾンクラッセ

に対し卓越したサービス体験の創出に取り組んでいます。

■

コンセプト型カードの開発

SAISON CARD Digital

事業
ト

社
内

IT

デジタル入金機能開発
■ カードレスローン開発
■

ペイ
メン

■

セゾンカード・UCカードのスマートフォンアプリ
「セゾンPortal」
「UC Portal」
をご利用のカード会員様
を対象に、
当社サービスの利用実績に応じたクラスで特典がプラスされ、
アプリで簡単に特典の利用や
お得な情報を確認することができます。

顧客接点頻度の高い業務の
内製化・自社開発へ
■ 社内インフラの業務効率化
■ コールセンターのデジタル化
■

セゾンのお月玉
セゾンカード・UCカードのご利用金額500円
（税込）
ごとに、“現金1万円が当たる抽選券”をプレゼント
（毎日最大3枚まで）。獲得した抽選券1枚を1口として毎月15日に抽選を行い、抽選で1万人に現金1
万円をプレゼントします。

周辺サービスの新規開発

ー

サ

■

周辺

■

セゾンクラッセ、
セゾンのお月玉、
ポイントモール、
セゾンのふるさと納税
データビジネスなどの強化

ビ

ス

テ
ィ
ング

4つのDX戦略
■

ケ
マー

SAISON CARD Digital

スマートフォンでクレジットカードの申込完了から最短5分でアプリ上にデジタルカードを発行し、
オンラインショッピングや実
店舗での非接触決済をすぐに利用できるサービスです。
P19 ペイメントビジネス

永久不滅ポイントが使えるお店「STOREE SAISON」

■

デジタルマーケティングの本格稼働

■

SNS マーケティングの本格稼働

■

お客様の日々の暮らしを豊かにする国内外の商品や体験を紹介するメディア型通販サイトです。
単にア
イテムを紹介するだけではなく、誕生秘話や制作過程での苦労や創意工夫など作り手の想いや楽しみ
方などを伝えています。

若年層への訴求方法見直し

会員サービスやコンシェルジュ機能、新規ビジネスの創出
カード会員様向けのQOL向上には、
デジタル技術を活用した
「まだ知らない情報」
「知りたかった情報」
を

適時、適切にお届けすることが不可欠であり、
お客様の喜びや驚きに満ちた顧客体験を創造していくために、
など新たなビジネスを創出しています。
「セゾンクラッセ」
「セゾンのお月玉」
「SAISON CARD Digital」

役員メッセージ
デジタルイノベーション事業部では
「ペイメント事業」
「周辺サービス」
「社内IT」
「マーケティング」
の
「4つのDX戦

略」
を掲げています。
これらの実現を目指し、2019年度よりデジタル時代に向けたシステム開発内製化チームであ
るテクノロジーセンターを立ち上げました。
このチームではエンジニア、
データサイエンティスト、
デザイナーなどの
スペシャリストを外部から採用し、
さらに社内でも十数名の社員をスペシャリストとして育成しています。
クレジット
カードの審査発行から社内の組織活性化に至るまで、
デジタル技術の力を用いることでよりお客様に喜んでいただ

■
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DXの推進に向けた技術の取り込み

けるサービスを提供し、社内の業務も効率化することを目指していきます。

デジタル時代のサービスの開発に向けて、先進的、革新的な技術をもつ企業との早期の取り組みを強化す

常務執行役員 CTO デジタルイノベーション事業部 管掌

小野 和俊
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STRATEGY

ファイナンスビジネス
当社のファイナンスビジネスは
「リース＆レンタル」
「信用保証」

「ファイナンスビジネス」
の3つを柱として事業を展開しています。

徹底した顧客志向のもと、資産形成ローンなどマーケットニーズに即した

主要指標（KPI）

ファイナンス機能の提供や提携先企業とのリレーション強化により、
収益源の多様化を実現し、環境変化に強いノンバンクとしての

2017年度

2018年度

2019年度

リース＆レンタル債権残高

2,954億円

3,085億円

3,281億円

信用保証債権残高

3,424億円

3,466億円

3,489億円

資産形成ローン債権残高

3,415億円

5,062億円

6,221億円

5,934億円

7,646億円

9,609億円

指標

事業基盤を構築しています。

フラット35貸出残高

（住宅金融支援機構への債権譲渡済み残高を含む）

市場環境

少子高齢化が加速し
「人生100年時代」
と言われる現代においてファイナンスニーズは多様化しており、新
たに外国人居住者やシニア層に向けたサービスの拡充が求められています。
また、安全で持続可能な社会を
実現するためにエコ商材やセキュリティ商材など環境問題や社会問題に対応することが新たなビジネスチャ

主要サービス

ンスの創出にとどまらず、
すべての人のQOL向上に資するものと考えています。

賃貸契約、住宅購入とそれらに付随する諸費用に対応する商品を提供しており、個人のお客様の生活の基
盤となる住宅需要に応えています。
また、不動産による資産形成にも対応し豊かな生活の創造をサポートし
ています。

中期経営計画の
進捗

リース&レンタル事業

ファイナンス商品の拡充に加え、提携先とのリレーション強化と新規アライアンスの拡大により、2019年
度のファイナンス事業の資産残高は2兆円を突破しました。

事業者の設備投資計画に合わせたOA通信機器やLED照明などを中心としたファイナンスリース・事業用割賦・レンタル
サービスを展開しています。

■ ファイナンス商品の拡充

信用保証事業

2019年4月には、
「セゾンの家賃保証 Rent Quick」*において、永久不滅ポイント交換による家賃や次年度

金融機関の個人向け証書貸付型フリーローンの保証業務を中心とし、提携金融機関と密接な連携を行い、個人ローン
の推進をサポートしています。

の取り扱いを開始しました。2019年6月に
保証料のお支払いを可能とする
「ポイント de 家賃充当サービス」
よりさらに低金利でご利用可能な住宅
は、
自己資金をご用意いただくことで
「セゾンのフラット35（買取型）」

フラット35・家賃保証

（保証型）
」
の提供を開始するなど、
独自商品のラインナップを拡充しました。
ローン
「セゾンのフラット35

フラット35
（買取型・保証型）
や家賃保証を提供し、賃貸から住宅購入まで、生活創造金融サービスを展開しています。

* 2017年7月から提供を開始した、お客様（入居者様）に代わって賃貸借契約に係る賃料などを賃貸人様に立替払いを行う家賃保証
サービスです。
クレジットカードで家賃や保証料を支払うことで永久不滅ポイントが貯まります。

不動産ファイナンス

今後の課題と
取り組み

当社は生活創造金融サービスとして、一人ひとりのお客様（個人・法人）のライフサイクルに寄り添った幅
広いマネーサービスの提供に向け、2020年7月に信用保証事業の提携先である碧海信用金庫との提携カー
ドの募集を開始しました。
ペイメント事業とファイナンス事業の融合に向けてペイメント事業の約3,700万人
のカード会員様向けにファイナンス関連商材を提供し、一方でファイナンス事業取引先約33万先にペイメン
ト関連商材を提供していきます。
サブスクリプション費用など、新商材の開発や事業性割賦を活
リース＆レンタル事業は、IT・クラウド商材、
用した内装工事などの新規市場の開発推進を通じた債権残高の拡大に取り組みます。
信用保証は従来の個人向けに加えて中小企業向けのファイナンス商品の開発に取り組み、地方も含めた日
本全体のさらなる活性化につなげていきます。
の活用や資産形成ローンのデジタル化による顧客利便性
ファイナンスビジネスでは、
フラット35（保証型）
の向上に加えて、SAISON CARD Digitalを活用した家賃保証の獲得チャネルの拡大を目指します。
さらに、当社が保有するビッグデータを活用したシニア層、外国人居住者、富裕層向けの開発に加えて、

RPAとAIを用いた効率化と継続的なリスク抑制により利益の最大化を目指します。
27

個人向け投資用不動産購入ローン
（資産形成ローン）
やリフォームローン、
不動産事業者向けプロジェクト融資
（不動産
担保ローン）
、
不動産ノンリコースローンを展開しています。

役員メッセージ
当社のファイナンスビジネスは、
「リース＆レンタル」
「信用保証」
「ファイナンス関連」
の3つを柱として事業を展開し

OA通信機器や厨房機器などに加えて、働き方改革
ています。
リース＆レンタルは、
事業者の設備投資計画に合わせ、
に伴う、
法人向けテレワーク商材を強化して営業を推進しています。
また信用保証では、
金融機関の個人向け証書貸

付型フリーローンの保証に特化し、提携金融機関との営業・管理両面の密接な連携を通じて案件の獲得に注力して
います。
今後はオーナー転貸型保証やWeb小口ローンなど新しい商品・サービスをリリースしてまいります。

お客様のニーズに沿った特色のある商
ファイナンス関連では、
フラット35、資産形成ローン、家賃保証をはじめ、

品・サービスを提供し、提携先との関係強化により良質な資産の積み上げに取り組んでいます。今後は医療機関向
けサービスのリリースを予定しており、
カードビジネスで培った営業力・全国ネットワークを活かし、
マーケットニー
ズに即したファイナンス機能の提供と、提携先企業とのリレーション強化により、収益源の多角化と環境変化に強い
ノンバンクとしての事業基盤構築に取り組んでいきます。
取締役（兼）常務執行役員 ファイナンス事業部 管掌

岡本 龍成
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STRATEGY

グローバルビジネス
当社のグローバル事業は2005年中国上海進出からスタートし、

PT.Saison Modern Financeを通じて、現地企業と協業のうえ、P2Pレンディング分野でSMEおよび個人向

2014年のグローバル事業拡大に向けた海外統括オフィス設置以降、

けのファイナンス事業を推進していきます。
インドではノンバンクファイナンス事業のライセンスを取得し、
レ

ベトナム、
カンボジア、
インドネシア、
シンガポール、
タイ、
インドなど

ンディングノウハウを保有する現地企業との提携拡大により事業拡大を目指します。

9ヵ国への進出を果たしています。東南アジア・インドを中心に、

さらに、進出国の増加や事業拡大にあたり、
これらを支えるグローバル人材の確保が不可欠です。異なる文

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、

化・多様な価値観をもつ現地社員を積極的に採用するほか、幹部候補についても日本人に拘ることなく登用

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、

を進めます。
また、各事業会社の内部統制の整備に加え、東京本社および地域統括としてのシンガポール子

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。

会社双方からの事業統括・モニタリングを通じて相互牽制体制を構築するなどガバナンス体制の強化にも取
り組みます。

ミャンマー

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。

市場環境

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

タイ

中国
SIAM SAISON Co., Ltd.

マイクロファインナンス事業の
開始に向け、
事業ライセンスの
申請手続を実施中
（2020年3月現在）

●
●

2018年11月設立（出資比率40%）

デジタル与信・決済事業

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

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。
フィリピン

中期経営計画の
進捗

インド

当社では、国内で蓄積した金融サービスのノウハウを、金融アクセスが不十分なアジア諸国で展開すべく、

FinTech企業をはじめとした現地企業への投資や協業を通じて、将来を見据えたグローバル事業の収益基盤

ローン事業の開始に向けた準備を
実施中
（2020年3月現在）

Kisetsu Saison Finance
(India) Private Limited

の拡大に取り組んでいます。
●
●

■ グローバル事業の収益基盤の確立に向けた進出国の拡大

2018年6月設立（出資比率99.99%）

台湾

バングラデシュ

カンボジア

デジタルレンディング事業

進出済
エリア

これまでに進出した9ヵ国の既存事業を中核として着実に事業拡大を進めるとともに、各国事業基盤をよ

Idemitsu Saison
Microfinance
(Cambodia) Plc.

進出検討
エリア

モバイル決済などの機能開発、多
り強固にするための補完的な役割として、
デジタルスコアリングやAI与信、

マレーシア

国展開企業との協業などの取り組みを進めています。
シンガポール
■

事業の多角化・複線化

2019年6月にはコーポレートベンチャ―キャピタルSaison Capitalをシンガポールに設立し、スタート
アップ企業へ投融資を行う事業を開始しました。
すでにインドネシアのSME向けP2Pプラットフォーマーであ

●

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

ベトナム

インドネシア

HD SAISON Finance
Company Ltd.

PT. Saison
Modern Finance

Saison Capital Pte. Ltd.

への投資を実行しています。
るファンド
「Quona」
しました。銀行から十分に融資を受けられていない中小零細企業や個人顧客の資金需要を背景に急成長す

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

Credit Saison Asia Paciﬁc Pte. Ltd.
●

や、中南米やアフリカなどの新興国でファイナンシャルインクルージョンをテーマに活動す
る
「KoinWorks」

2019年11月には、
インドに設立したKisetsu Saison Financeを通じてデジタルレンディング事業を開始

Idemitsu Saison
Microﬁnance
(Cambodia) Plc.

●
●

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

●
●

2015年5月設立（出資比率49%）
リテールファイナンス事業

カンボジア・ミャ
るインドのデジタルレンディング市場において事業拡大に取り組みました。2020年2月には、
ンマー・スリランカ・インドの4ヵ国において現地子会社・関係会社を通じてマイクロファイナンスを提供する
五常・アンド・カンパニー㈱に新規融資を実行しました。

役員メッセージ
当社のグローバル事業も東南アジア、
インドを中心に感染が拡大する新型コロナウイルス感染症の影響を大きく
受けました。感染拡大が顕著に出始めた年初より各国における新規融資を一時ストップし、動向をウォッチしてまい
りました。結果、大きな損失もなく、現在では各国ごとの状況を見ながら事業を順次再開しております。

今後の課題と
取り組み
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今後は進出国で築いた事業基盤から確実に収益を拡大させるために事業の選択と集中に取り組みます。
クレジットカー
ベトナムではリテールファイナンスを提供するHD SAISON Finance Companyを通じて、

コロナが終息したあ
当社のメインターゲットである中間層・Unbanked層はこの状況下でも需要は旺盛であり、
とのさらなる成長を実感しております。
当社は、今後の持続的な成長に向けて各国ごと、多種多様な現地パートナー

ド事業の新規立ち上げによる新たな収益基盤の創出に取り組むほか、二輪車・スマートフォン・家電の個品

と組み、
グローバル事業を加速していきます。

割賦を中心に事業を展開していきます。インドネシアではデジタルレンディングやリース事業を展開する

取締役（兼）専務執行役員 グローバル事業部 管掌

水野 克己
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STRATEGY

財務資本戦略

財務健全性の維持・向上を最優先に、

3本柱の事業をバランスよく成長させていく
常務執行役員
経営企画部、
リスク統括部、財務経理部 管掌

馬場 信吾

Q

財務戦略の基本方針について教えてください。

ない財務基盤となって活かされています。
当社グループの総
コミットメントラインとして約
資産は3兆円超あるのに対し、

3,000億円、
クレジット債権の流動化枠として約1,800億円、
ペイメント事業を主体としたノンバンクである当社にとっ

手元資金で約1,000億円と、約5,800億円の手元流動性を確

て、
「資金調達」は、一般の事業会社でいう
「仕入」に相当しま

保しており、加えて、
日本銀行をはじめFRB（米国連邦準備制

す。
「 仕入」をいかに安価かつ安定的に調達できるかによっ

といった中央銀行がグローバル
度）やECB（欧州中央銀行）

て、その後の営業活動にも直結し、利鞘をどれだけ確保でき

規模での金融緩和策を推し進めたことで、
コロナ禍において

るかという収益性も左右します。
こうした事業モデルを踏ま

も資金面で困難に直面することはありませんでした。今後も、

え、当社の財務戦略では、特に格付を意識した経営を行って

有事に対する備えの態勢は引き続き維持していきます。

Q

財務の視点から、過去10年間の成果について
総括してください。

から発行体格付
います。
当社は格付投資情報センター（R&I）
（安定的）」を取得していますが、
この格付に見合うリス
「A＋
それぞれの事
ク量である信頼水準を99.75％として計測し、
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」
や
「株主還元」
を実

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

できるコマーシャルペーパーの活用も組み合わせながら、調

といった法規制の強化や過払い問題に関する最高裁判決な

達の固定金利化を進め、
将来的な金利変動リスクの低減を図

ど、特に当社グループの中核を占めていたペイメント事業に

りながら、低利での調達を実現させています。同時に、一時的

かでも新基幹システムの構築プロジェクトが進行中だったた

外などの投融資や自社株買いなどであっても投資可能枠の

事業ポートフォリオの入れ替えによる余剰枠の拡大

め、新規提携などによるシステム開発の一時凍結を余儀なく
されたことは、
ペイメント事業の成長の足かせとなりました。

範囲内であれば機動的に意思決定できるようにしており、財

一方この間に大きく事業を拡大したのがリース＆レンタル、

務健全性の維持・向上を重視しています。

信用保証、資産形成ローン、家賃保証などのファイナンス事
余剰資本の配分

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、

業です。資産構成（特殊運用を除く）
を見ても、10年前には約

有事に備えた資金の手元流動性の確保です。2008年のリー

7割を占めていたペイメント事業は今では5割弱に低下し、利

マン・ショックの影響で、不動産業を営む上場子会社が経営

益貢献の視点でも、
従来の一本足から、
ファイナンス事業とい

成長分野への積極的な投資

て同社を完全子会社化するなど、全面的に経営再建を支援し
金調達が大変困難で、
どのように資金の手元流動性を確保す
るか、大変苦慮しながら乗り越えた経験があると思います。
当社もこれらの経験から有事に備えて手元流動性を確保す
る運用をしています。
この教訓は今回のコロナ禍でも揺るぎ
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リーマン・ショック以降も、貸金業法や割賦販売法の改定

とっては、大変な苦戦を強いられる事業環境となりました。
な

特定事業に依存しないリスク分散

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

ました。当時は日本中のどの会社も金融マーケットからの資

成されています。
また、
日本銀行のマイナス金利政策という歴
史的な低金利水準の恩恵を享受すべく、
ほぼゼロ金利で調達

資産効率（=利益率）
の向上

危機に陥り、当社は、すべての債務の引受や株式交換を通じ

長20年で調達した社債や長期借入金といった長期資金で構

国内外の戦略投資
（資本提携・M＆A）

適切な株主還元
利益基盤拡大に伴う
安定・継続配当

2020年度

予想1株配当 予想配当性向
各事業における
新規提携等への投資

45円

29.3%

資本効率の向上を図る
自己株式取得

ペイメント事
う2本目の柱の成長が窺えるようになりました。
業、
ファイナンス事業ともに国内で相応のシェアを有し、事業
の安定性が図れていますが、今後はここに、
より成長性の見
込める東南アジアを中心としたグローバル事業を、3 本目の
柱として育成していきます。
負債サイドを見ますと、
当社の有利子負債は2020年3月末
その6割超は、最
現在で約2兆4,000億円弱となっています。

有利子負債残高推移（単体）
借入金

社債

CP

債権流動化

（億円）

25,000

22,011
20,000

18,509

400

15,000

3,580
3,050

23,802

200

19,516

200

5,110

3,895
4,150

3,400

350
5,500

4,670

10,000

5,000

0

11,479

2016

12,551

12,021

2017

2018

13,282

2019

（年度）

※ フラット35事業に伴う流動化借入金を除いて算出
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財務資本戦略

なファイナンスニーズによって返済額が大幅に増えることの
ないよう、デュレーションをコントロールしながら返済期限

Q

財務視点から把握しているリスクと
付保について教えてください。

資本政策（リスクキャピタルのマネジメント）
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

の平準化・分散化も図っています。

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

国内では、将来的な金利上昇リスクが見込まれており、そ

リスクキャピタル・マネジメントを
実行するうえで、
重要な経営指標やリスク管理、
投資判断について教えてください。

Q

こに対しては調達年限の長期化や金利の固定化に加え、投

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

資家の多様化、調達手段の多様化も進めることで、いろいろ
な意味での分散化を図ってリスクの軽減・排除につなげてい

自己
当社では、企業価値の向上に向けて、事業利益、ROE、

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

資本比率を重要な経営指標に位置付けています。
なかでも独

リスクを排除するための施策も検討が必要です。
当社の事業

立系ノンバンク企業の当社にとって、一定の自己資本比率を

は信用リスクを取ってリターンを生むモデルであり、
当社でコ

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

ントロールできない為替リスクまで取るべきではありません。

識の下、格付機関の意見なども参考にしたうえで、中長期的

一定程度までは、国内での円調達に為替予約や通貨スワップ

に自己資本比率15％を意識した運営を行っています。

を絡ませることで為替リスクに対応できますが、海外事業の

リスク管理についてはALM委員会が、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針、WACC（加重平均コ

ペイメント
事業

リース
事業

信用保証
事業

ファイナンス
事業

不動産
事業

グローバル
事業

4,972 億円

連結自己資本はIFRS第9号の適用による影響を除く

2019年度

など

規模が拡大していきますので今後は現地での資金調達・運用
も検討・準備していきます。

貸倒
リスク

配当 70億円
投資可能枠 109億円

各事業資産に対するモニタリングなど
投資対効果の検証を実施し、
非効率資産に関しては入れ替えや圧縮、
有効活用を行うなど資源投下の見直しを図る

スト）やROIC（投下資本利益率）のターゲットなどを議論し

事業ポートフォリオの観点では、1つの事業への依存度が

ています。
また、個別の投資案件については、投資戦略会議に

高まると、企業としての存続リスクを高めることになります。

おいて、
ファイナンスやデジタル、
グローバルに精通したメン

その意味で、前述の3つの事業の柱をバランスよく強化して

バーだけでなく、財務・会計・法務、
リスク統括、
などの多角的

いくことが肝要です。国内のペイメント事業とファイナンス事

な視点を交えて議論し、
リスクを洗い出した後で、執行役員

業に関しては、
それぞれの事業で得られた情報をもとにデー

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

タベースの一元化を図ることが、
お客様のニーズやライフイ

当社では、株主に対しては安定かつ継続的に配当を実施す

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

ベントに合わせたタイムリーなご提案を可能とし、両事業の

ることを方針としています。過去を見ても、不動産子会社再建

一方で、自己株式の取得についても、いつでも実施できる

の力も借りながら考えられ得るリスクを洗い出し、その対応

強化につながります。AIやDXの活用も、事業運営を効率化さ

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

強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

策などについて取締役会で議論しています。

せ、経営基盤そのものの強化につながっていくと思います。

ロナ禍でも、配当予想は据え置いています。
ノンバンクにとっ

株主還元に関する考え方について
教えてください。

Q

ては、事業運営をするうえで、一定の自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

経営指標の推移

長期・固定借入比率推移（単体）
中長期的な経営指標

ROE
自己資本

10 %超

自己資本比率

自己資本比率

長期借入比率

5,000

ROE

80

67.3

（%）

4,847

20

14.4

10
3,500
5

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 （年度）

60

61.8

62.6

65.9

60

60.3

59.2

42.9

20
2017

2018

2019

0

21.6

45

45
35

45
31.4 29.3

24.1

23.7
13.5

（%）

60

43.6

16.8

（年度）

システム移行完遂
（第2段システムリリース）

アトリウム
再構築計画の完遂

30 29.3
2016

バランスを考慮しながら対応を進めていきます。

共同基幹システム
第1段リリース

アトリウム
アトリウム
再建計画 貸金業法 事業再編
完全施行
開始
（会社分割）
40

50

0

目線を共有していくことも重要であり、株主や債権者双方の

安定継続配当

配当性向

58.3

66.1

当期純利益

4.7
0

1株当たり配当金

68.2

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

経営課題直面時において、過去一度も減配なし

（円）

15

4,500

固定金利借入比率

80

70

（億円）

配当方針

（%）

15%程度

く、安定的に配当を実施できるよう注力していきます。

に対応できるよう準備をしています。
当社の企業価値の向上

1株当たり配当金と配当性向推移
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余剰
キャピタル
1,103億円

必要最低資本 994億円

価格変動
リスク

余剰リスクキャピタルの内、
連結自己資本の20％は
必要最低資本（994億円）
として確保
必要最低資本を除く投資可能枠109億円は、
高収益事業、
成長事業、
新規事業に配分、
または、
株主還元に使用

各事業への配賦リスク
3,798億円

リスク要素
金利
リスク

リスクキャピタルの配分方針

連結自己資本

事業別に分類されたアセット

ます。

30

14.9

財務で重視しているのは、各事業で必要となる資金を安定
的に調達し、安定性と成長性を併せ持った３つの事業ポート
フォリオに対し、効率的かつバランスよく資本をアロケートし
て、事業の強化を図ることです。基幹システムの安定リリース
シュレス比率40％という目標を掲げるなど、追い風も吹いて
います。
また、海外事業展開は、
日本よりはハイリスクとなる

0

予想

186 128 94 327 255 126 261 422 383 305 228 240

億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
日本基準

最後にステークホルダーの皆さまに、
一言お願いします。

を果たしたペイメント事業では、
日本政府が2025年にキャッ
15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020（年度）
▲555

Q

IFRS

ものの、
リスクキャピタル・マネジメントの下、財務健全性を

3つの事業
維持した形でリターンの最大化を図っていきます。
を制約なく伸ばしていける環境がようやく整いましたので、
今後の当社のパフォーマンスにご期待ください。
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STRATEGY

特集

事業を通じた価値共創 グローバル事業

社会へのインパクト

マイクロファイナンスを含む金融サービスへのアクセスの改善
中小零細企業向け金融サービスの確保
安価な資金貸付などの金融サービスへのアクセスの拡大

関連するSDGs

融資候補先

インパクト投資を通じた
ファイナンシャル・インクルージョンの推進

融資候補先の1 社であるコインワークス社はインドネシア金融庁（ OJK ）監督下の
最大級P2P（貸手と借手をマッチングする）融資プラットフォームです。中小零細企業
を中心とした法人や個人を対象に、伝統的な銀行やノンバンク・ファイナンスによる融

当社は国内で培ったノンバンクの金融ノウハウをグローバルに展開すべく、

資を受けられない借手に、機械学習などの最新の技術を活用したオンラインプラット

アジア地域を中心に現地企業との協業により金融サービスやソリューションを提供しています。
特に東南アジアは口座保有率が低く、銀行からの融資が受けられないなど

フォームを通じて貸手の資金を提供しています。
インドネシアの30万人を超えるアン

金融サービスへのアクセスに課題を抱えています。

ダーサーブド層のアクティブユーザーに対して融資を中心とした金融サービスを提供

当社では、成長ポテンシャルの高いこれら新興市場において、

することにより、
より多くの事業者の成長や個人の生活の向上を目指しています。

誰もが金融サービスを享受できるファイナンシャル・インクルージョンを推進していますが、
さらにこれらの解決に取り組む金融機関への融資を通じて取り組みを強化しています。

コインワークス社 CEOインタビュー
当社の取り組み

インパクト投資事業のビジネスモデルおよび運営

Q1 インドネシアにおけるファイナンシャル・インクルージョンの重要性と市場成
長性についてどのように考えていますか。

当社は、すべての人々に金融サービスを提供することを目

当社では、人材・情報・資金が集まりやすくアクセスの利便

的に
「ファイナンシャル・インクルージョン」
をテーマとしたイ

性も高いシンガポールを拠点に、
自己資金に加え、
インパクト

非常に重要と考えています。
インドネシアには数多くの成長機会がありますが、
まだ

これは東南アジアを中心とし
ンパクト投資※を開始しました。

投資を志向する投資家の資金を最大活用する事業モデルを

その可能性に到達できていません。成人人口1億7,300万人のうち80%が銀行口座を

た新興市場向けに、金融サービスを十分に享受できていない

目指しています。
また、運営は融資事業やインパクト投資に豊

保有していないアンバンクド層または金融サービスを十分に享受できないアンダー

（アンダーサーブド層）人々や中小零細企業に金融サービス

富な知識やノウハウをもつ人員やアドバイザーが担います。

サーブド層であり、
当然ながら人々が生活向上のために資金を確保することが困難な

を提供する金融機関向け貸付資金の融資です。
インパクト投

東南アジア地域で活動する300社以上の融資先候補金融機

状況です。
インドネシア市場は、
デジタル化と同時にデジタル化を通じた成長基盤を構

資を通じた融資は、国連が掲げるSDGsの目標達成への貢献

関のうち、複数社に対し、融資総額 1,000 万ドル程度のパイ

築している過程であり、
コロナの影響によってこの傾向は加速しています。

とともに、成長ポテンシャルの高い新興市場における当社の

ロット運用から開始しました。

Q2 コインワークス社のミッションとその実現に向けた取り組みについて教えて

中長期の持続的成長にもつながります。
※ インパクト投資とは、経済的利益に加え、社会・環境課題を解決すること
による計測・評価可能なインパクトの創出を目的とする投資のこと。国連
が社会・環境課題の解決を目指す17の開発目標（SDGs）達成に向けた毎
年約2.5兆ドルの追加投資を補完するものとして期待されている。
従来の投資

経済的リターン

社会的課題の解決
インパクト
投資

投融資

ください。

融資

コインワークスのミッションは、
手頃でアクセスしやすいファイナンスを通じて人々の
リターン
投資家

リターン
当社
（シンガポール）

夢を実現できるようにすることです。社会にインパクトを与えたいという強い想いとそ
の事業が課題解決につながることが証明できるという野心の両方に駆り立てられてい

金融機関

ます。
当社は収益性と高い社会的インパクトの両軸をミッションに設立しました。十分
な金融サービスを享受できていない中小零細企業に、
オンラインプラットフォームを通

寄付・慈善

じて資金を提供するモデルによってこのミッションは実現できると確信しています。

社会的および環境的リターン

Q3 コインワークス社が中小零細企業にファイナンスを提供する際に直面する課
題とその対応についてお聞かせください。

特に企業の金融リテラシーをいかに高めるか、
そのためにどのように意識付けを行
うかが一番の課題です。当社ではオンラインも含め、教育イベントを積極的に実施し

東南アジア地域を中心とした新興市場における展開
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プロジェクトチーム

KoinWorks CEO & Co-founder
Benedicto Haryono

（ベネディクト・ハルヨノ氏）

ていますが、数多くの企業が現状に満足してしまっています。
より高いレベルのリテラ
シー習得には、
オンラインを通じた取り組みの強化がよりいっそう重要となります。
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STRATEGY

特集

事業を通じた価値共創 ペイメント事業

社会へのインパクト

安全な決済サービス
インフラの提供

対談

関連するSDGs

セキュリティにおける新たな価値創出を目指して
── Withコロナ時代におけるサービス先端企業としての責務

安心・安全なキャッシュレス決済の
実現に向けた取り組み

初期審査および途上審査に関わる審査センター センター

デジタル化に伴い日本国内のキャッシュレス化は大きく前進しています。
私たちの日常生活に大きな変化をもたらしました。
そのような変化の中で、
企業にはキャッシュレス化の進展に伴う新たな不正などセキュリティ課題への対応が求められています。

ております。
さまざまな調査からもクレジットカードには「不

Q1 コロナ禍における新たな課題について

当社の取り組み
当社では創業より70年間で培ったクレジットカードにおけ

技術の導入、不正デバイス検知の３つの方向性でキャッシュ

る審査のノウハウ・経験と、
パートナー企業との協働による新

レス決済における不正排除に取り組んでいます。
こうした取

たなシステムを掛け合わせることで、
より強固なセキュリティ

り組みを通じて、
お客様に安心・安全な決済環境を提供し、新

基盤を構築しています。

シュレス化を推進し、社会に安全かつ利便性の高い決済イン

コロナの影響でカード申し込みは「対面から非対面」

フラを提供することにもなると考えています。

るためのシステム。
巧妙化する不正手口の自動学
データから素早く精度の高い不正検知が可能。

2

デバイス
識別技術による
不正防止

── デバイス識別技術による不正防止について

西山

山田

コロナ禍前と今では不正の手段が変化してきていま

現在、世の中が大きく変わり、従来と比較して不正の

す。外部環境に応じて変化する不正トレンドに対して、企業に

手段も多様化しています。
デバイス情報の活用など今までに

は継続的な対策が求められていると思います。

ない方法で、
初期審査と途上審査のそれぞれで不正を排除す
ることにより、安心してカードを使っていただけるようにする

セキュリティの取り組みについて教えてください。

時代におけるタイムリーかつ非接触の決済手段の普及に貢

山田

新たな不正に対する新しいソリューションとして、

献しています。

個々のデバイス情報を識別し、不審なデバイスからの申し込

西山

みを排除するといった取り組みも行っています。

改良を加え、
よりスピーディに検知できるようになりました。

西山

セキュリティ対策に必要なのは、不正を発生させない

AIは人が気づけない関係性を見つけ、答えを導き出せる強み

で
ことと、発生した不正の早期発見の2つにあると考えます。

があります。お客様に安心してカードを使っていただくため

きるだけお客様が被害に遭わないよう、
タイムリーな情報配

にさらに精度を高めていきます。

1
AIによる

不正検知の自動化

習と最新トレンドの早期把握により、
膨大な取引

要となります。

Q2

キャッシュレス時代のセキュアな決済環境

分析し、第三者による不正利用を未然に防止す

安全を第一にして、セキュリティ対策を講じることでキャッ

教えてください。

へ変化しています。非対面では新たな不正排除の仕組みが必

お客様の安心・安全なキャッシュレス決済の実現に取り組んでいます。

eKYC

生体認証による本人認証技術を有する㈱Liquid
が提供する本人確認書類や顔画像等を撮影する
だけで入会手続きがオンラインで完結する新た
カード情報をAPI連携する
「セゾンコネクト」
を組
み合わせることで、
プラスチックカードの受け取

Q3

りを待たずに、審査完了後スマートフォンでの即
時利用
（モバイルペイメント）
が可能。

不正デバイス検知
お客様が利用するデバイスの一つひとつを識別する技術を使って、
イ
ンターネット上で行われる不正行為を検知するサービス。
インター
ネット上で行われる不正なカード申し込みや本人になりすました
ショッピング利用を検知・防止することで、 インターネット取引に対す

3

顔認証技術による
なりすまし防止

ことが大切なのだと考えます。
── AIによる不正検知の自動化について
昨年から始まったAI不正検知システムの取り組みは、

信や検知の精度向上に取り組んでいます。

な本人確認サービス
「LIQUID eKYC」
と、
当社の

る不安を解消し、
安心・安全なインターネットサービスの提供が可能。
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さんのお二人にお話を聞きました。

山田

グモデルによって不正リスクが高い取引を判別

業界の先駆けとなり、安心・安全なキャッシュレス決

済の普及につながれば、業界への信頼も高まるのではと考え

新しいセキュリティ対策ソリューションを導入し、

AI（機械学習）を活用した不正リスクスコアリン

西山 隆太

長 山田恵さんと東京途上管理センター センター長 西山隆太

当社では、
「初期審査」
と
「途上審査」
における不正排除のため、

不正検知システム

東京途上管理センター センター長

安」
「不信」のイメージが根強いことがわかっています。安心・

さらに新型コロナウイルスの感染拡大は非接触・リモートをキーワードとする動きを加速させ、

具体的には、AIによる不正検知の自動化、なりすまし防止

山田

審査センター センター長
山田 恵

不正排除の３つの戦略とお客様、業界、社会への新
たな価値創出について教えてください。

──顔認証技術によるなりすまし防止について

Q4

今後の展望についてお聞かせください。

西山

今後は不正に関する情報を業界内で共有、
さらには

業界を超えて社会全体で共有し、不正を排除する取り組みを

eKYCの顔認証技術を導入することにより、業界で初

考える必要があると考えています。一方で、競争領域としての

めて、非対面の申し込みでもリアルタイムで、
なりすまし防止

セ
与信は、eKYCのように業界に先立ち差別化を図ることで、

を実現できるようになりました。

キュリティの分野での新たな取り組みをクレディセゾンの武

山田

西山

eKYCは昨年の秋頃に導入し、同業他社からも問い合

器にしていきたいと考えています。
今まで70年間積み上げてきた経験値とまだ見ぬ新た

わせを受けるなど関心も高いようです。当社としては今後の

山田

差別化領域として期待していますし、業界の発展にも貢献で

な決済領域とを組み合わせることで、安心・安全なキャッシュ

きるのではと考えています。
また非対面の申し込みに、利便性

レス社会を構築し、
お客様に安心してカードをご利用いただ

の高いeKYCという選択肢を提供できたことはお客様への新

けるようにしていきたいと思います。

たな価値の提供にもなったと考えます。
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