SUSTAINABILITY

クレディセゾンのESG経営
ESG経営に関する基本的考え方
「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。

ステークホルダーとの価値共創

SDGsへの取り組み

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

当社にとって2030年に向けたSDGsに貢献することは、大

ホルダーから
「何を求められているか」を理解し、
サービス

きな目標のひとつです。
「社会的価値」
と
「経済的価値」の同

や企業活動に反映させていくことが重要だと考えます。ま

時創出は、
グローバルに事業を展開する企業に課せられた

た当社にとってステークホルダーの皆さまは、企業価値向

責務であり、
これを実現するためにESG経営を着実に推進

上の重要なファクターであり、
ご期待や厳しいご意見を常

していきます。ESG経営の推進にあたっては、SDGsが目指

に真摯に受け止めることが当社の持続的成長に欠かせない

を切口として社会・
す
「包摂性」
を実現するための
「5つのP」

ものと考えます。

環境課題に取り組んでいます。

SDGs目標達成への貢献

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

社会・環境課題に
対処するための「５つのP」

ESG経営の実践

Partnership
People

パートナー
との協働

人材

Planet
Prosperity 環境配慮
地域振興

Social

Peace

社会貢献

Environment

Governance

ステークホルダーとの
価値共創
株主

お取引先

行政機関

社員

お客様
気候変動

人口構成など
社会構造の変化

地域社会

社会・環境課題

デジタル化

格差社会の進展
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SUSTAINABILITY

PEOPLE

人材戦略
全社員とのエンゲージメントにより
人事施策を創り続けていきます

のものの周知をさらに広げ、今以上に活用されるよう、働きか

ことも大事という、企業理念に通じる思いがあります。
どんな

けていきたいと思います。

ことをやりたいのか、
それはなぜか、
そのサービスは世の中に
ないのか、
といったことを社員が自分の目線でA4の紙１枚に

Q

社員とのエンゲージメントについて、
海外を含めて聞かせてください。

まとめて応募するのですが、昨年は半期で約 300 件、今年も
すでに270件の応募があり、改めて元気がある会社だなと感
じます。
これらを書類審査したうえで、20件程がピッチプレゼ

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

安森 一惠

Q

人材に関する基本的な考え方を
聞かせてください。

ンに進み、次にその分野に長けているメンターと共に協議を

れから実現したいことなど、自身のキャリアを棚卸する機会

重ね、数件の提案が経営層の前で最終プレゼンとして発表さ

を設けています。加えて、人材に関する記録をあらゆる角度か

れ、事業化するかどうかの審査が下されます。実際にサービ

ら可視化する人材管理システムも現在開発中です。一人ひと

ス化されたものもすでにあり、
このことが他の社員の提案力

りのキャリアをさまざまな部門長に共有するだけでなく、
月1

につながっていると実感します。

回の実施を推奨している上長との１on１ミーティングなどの

また、8年前から全社での表彰式を開催しています。過去は

記録も残すことで、一人ひとりが自身を振り返ることのできる

事業部単位での表彰がメインでしたが、表彰だけにとどまら

けましたが、
その枠に入るための基準を各部門に委ねている

エンプロイージャーニーマップのような活用のされ方にも拡

ず、当社のビジョンを共有してお互いを賞賛し合うことを目

ため、
その曖昧さゆえに十分活用しきれていない部分も否め

張できればと考えています。

的に切り替えました。当社社員として称えるに相応しい取り

ません。2019年度下期に、約80名の部門長全員と人事育成

昨年は部門長との面談だけでなく、北海道から九州にある

組みに対しては「レジェンド・オブ・クレディセゾン」にエント

当社は学歴、性別、年齢、国籍などに関係なく、能力発揮で

施策に関する対話を行いましたが、そこでもスペシャリスト

良いことも悪いことも踏まえて
営業10拠点の生の声を聞き、

リーしてもらい、今年も40件程エントリーが届きました。世の

きる人材育成を基本としています。
自身の努力とやる気次第

制度の活用に悩むという声を多く聞きました。特に生え抜き

社員が望む人材育成施策や人事制度を創るために反映して

中に役立つまだ見ぬサービス、
お客様の潜在的ニーズを突き

で、
どんなポジションも目指していける、
と新卒採用時に学生

の社員がスペシャリストの枠に入るための道を示していく必

いく必要があると痛感しました。会社がどのような方向を目

詰めて考え、行動しよう、
と社員の心が動かされるような活動

の皆さんにもお話ししています。ゼネラリストもいればスペ

要性があると認識しています。
当社は社員の約75％を女性が

指すのか、
トップが発したメッセージを実現するのは5,000

のひとつとなっています。

シャリストもいて、
そのなかで一人ひとりが当社で働くことを

占めていますが、私は管理職となって部下をもつことだけが

人の社員一人ひとりの行動にかかっています。
そのため社員

ベースにどう生きていきたいのかを自ら考え、個人の成長が

女性の活躍ではないと考えています。豊富な経験と知識をも

とのエンゲージメントを目的とした対話は非常に重要と認識

組織の成長、
さらには社会への貢献という大義を果たしてい

ち会社への貢献度が高い女性が多くいますので、
スペシャリ

していますので、
このコロナ禍で対面は難しいものの、
オンラ

くことを理想としています。

ストの制度もうまく活用して彼女たちの発言力を上げていく

インなどを活用しながら今後も続けていきます。

ことで、会社の変革へと結び付けられたらと思っています。

Q

そのために、
どのような人材育成施策を
実施していますか。

ひとつは、5年前から実施している20代、30代、40代、50代

Q

同一労働同一賃金など、人事制度も他社に
先駆けて先進的な取り組みをしていますね。

といった年代ごとでのキャリアデザインプログラムです。
自身
の価値観や強みを再認識しながら、社内で働く先輩社員の生

歴代の人事担当役員・人事部長の人材活用意識は非常に

の声を聴く機会を通じて、一人ひとりが会社全体への興味関

高く、
制度設計は他社に先駆けている部分も多いと思います。

心を高められる取り組みを進めています。
当社を構成する8つ

今年は同一労働同一賃金がスタートしましたが、
当社はそれ

海外拠点には日本から約 20 名の社員が赴任しています。

Q

今後注力する人事施策を教えてください。

ひとつは、女性活躍のさらなる風土醸成です。いまだに日

私自身も昨年は、
ミャンマーに居住環境や労働環境の視察に

本では、出産や育児などのライフイベントで女性に大きな負

赴きました。長期間にわたり日本にいないがために得られな

担が強いられています。女性がキャリアを諦めることなく、一

い情報へのニーズや健康上のストレスなど、異なる環境で同

人ひとりに合った多様な働き方でキャリアを形成していける

じ目標に向かって働く社員の思いを目の前で感じながら、
そ

道を示せればと思っています。例えば私は、役員として初の営

の取り組み姿勢や活躍ぶりを社内報などを通じて社員に共

業職未経験者なのですが、
こうした異質な存在が出ることで、

有しています。

「役員になるなら営業を経験しないといけない」
といった考
え方にも変化をもたらせます。次世代を担える幹部候補社員

Q

企業理念や風土を浸透させるために
どのような取り組みをしていますか。

に対しては、
ひとつの事業部に限定せず、営業、
オペレーショ

の事業部はそれぞれ独立性が高いため、
社員同士の交流機会

時間給で働いてい
を見越して2017年には社員区分を撤廃し、

や、
中途入社社員が持ち込む異文化、
さらには600人弱いる出

た方々も会社に貢献している社員の一員として、無期雇用と

向社員が得た外からの視点なども取り込み、
自浄作用を働か

する全社員共通人事制度を導入しました。
この人事制度の下

事業部の独立性が高いからこそ、海外も含め、企業理念や

もうひとつは、女性活躍でもお伝えしたようにゼネラリスト

せながら一人ひとりの視野が多角的に広がって、
自身のキャリ

では、
自分自身の努力と能力によって上のグレードに昇進でき

風土の浸透は非常に重要です。昨年は、社内ベンチャー制度

雇用として入社した社員に対して、専門的分野での資格取得

ア形成を考えられるような働きかけもしています。

る、
これは革新的な制度だと感じます。
またテレワークも2016

これは世の中
「 SWITCH SAISON 」をスタートさせました。

や豊富な経験に基づくスペシャリスト雇用への転換など、
多様

年から試験導入しており、今回の緊急事態宣言が発令された

にこんな新しいサービスがあれば良いのではないか、私たち

な働き方を推進していきたいと思っています。
スペシャリスト

際も、
大きな混乱もなくテレワークが実現できました。

Q

社員のキャリア形成を考えるうえで、
人事としての課題はありますか。

2017年の人事制度改定で新たにスペシャリストの枠を設
43

こ
ひとつは、年1回、社員が今まで自分が実現してきたこと、

ン、
コーポレートといったさまざまな経験を積めるようなキャ
リアプランを提示していけたらと考えています。

のお客様はこんなサービスを待ち望んでいる、
という社員の

雇用への転換基準や業績評価などでまだまだ手探りな側面も

当社に入社した社員の方が、
できるだけ長く勤められるよ

アイデアを事業化へとつなげる取り組みで、
そこには、
ほかの

ありますが、
働きやすい制度設計と働きがいのある風土醸成で

う、時間単位有休や、短時間・短日勤務制度など、
そのときど

誰かが作ったサービスを世に提供するだけでなく、
「サービス

多様性の推進に取り組み、
世の中の変化を感じ取りながらイノ

きの選択肢としてさまざまな制度を用意しています。制度そ

先端企業」
として新しいサービスを発明できる主人公になる

ベーティブな提案ができる人材育成に取り組んでまいります。
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人材
社員一人ひとりが価値を創造する企業へ
当社は、性別・学歴・国籍・バックグラウンドなどの異なる多様な人材が、

これまで性別・学歴・国籍・バックグラウンドによる区別な

一人ひとりの個性を活かし、活躍するための仕組み作りと風土の醸成を大切にしています。

く、一人ひとりの個性や能力が発揮できる環境づくりを通じ

「女性の活躍推進」
「同一労働同一賃金」
などについても、
多くの日本企業が取り組みを始める前から先駆けて注力してきました。

て成長を遂げてきました。当社の持続的成長のためには、一

ここでは、企業価値向上の源泉である
「人材」
について、
当社の取り組み姿勢とその概要をご紹介します。

人ひとりがもてる能力を全開にし、常に成長しようとするベン
チャースピリットが必要です。
そこで当社では、2017年9月に

「サービス先端企業」
として
持続的成長を図る

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

「健康経営優良法人
2019ホワイト500」に認定
（3年連続）

マー）
といった社員区分を撤廃し、
アルバイト社員を除く全社

配置を行っているほか、
ワーキングマザーを対象とした
「ワー

員を無期雇用の
「正社員」
とし、
その
「担う役割」
に応じた処遇

クライフバランス」
や
「キャリアデザイン」
をテーマにしたセミ

（同一労働同一賃金）
を実現しています。
また、全員に賞与を

上

健康
経営

専門職社員

無期雇用

無期雇用
賞与
月給

確定拠出年金

賞与

通
全社員共 人事制度

開
リア
キャ

メイト社員
（パートタイマー）
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CSスタイル
SWITCH SAISON
■ CREDIT SAISON AWARD
■ CSスタイルチップ
■

■

■

ぶことを習慣化し、主体的にキャリアを形成していくことをサ

有期雇用

有期雇用

ポートしています。社員が年1回、主体的に今後の自身のキャ

月給

時給

リアを考える
「キャリアディベロップメントシート」
に加え、年

現在（2017年9月16日〜）
正社員
賞与

キャリア開発を支援する仕組みとして、社員一人ひとりの育
成プランを組織的に考える
「人材育成会議」
や、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

無期雇用

ン
み スの

発
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
■

キャリア自立支援

代別のキャリアデザインプログラム、2019年からは、個々の

ラ
バ 組
フ
り
イ
クラ や取
ー
ワ
制度

一人ひとりが挑戦し続けられる
企業文化の醸成

成果を出すことができる組織の醸成に注力していきます。

一人ひとりの社員が期待されている役割を理解し、
自ら学

確定拠出年金

境を作るための「 1on1ミーティング」、社員が自ら主体的に

■

社員区分を撤廃、全員無期雇用に

考えるキャリア開発支援などを導入し、社員と組織のさらな

■

役割等級に基づく、
同一労働同一賃金を実現

る成長を目指しています。

■

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

そのほか、年1回、部署異動の希望を戦略人事部に直接申
告できる
「夢中力チャレンジ」制度や、新規ビジネス・部署立ち
上げ時に、上長を通さずに直接募集ポジションに応募できる

ワークライフバランスを実現する制度や取り組み

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

ワークライフバランスを実現する多様な制度を取りそろえ、
人ひとりがライフステージごとに適した働き方を選び、
最大限

総合職社員

月給

ナーの実施などを通じて、
両立を支援しています。
その制度や仕組みの理解浸透をさらに進めることで、社員一

制度改定前（2017年9月まで）

月給

クレ
ディ
セゾ
ンの風土

その他にも社員の育休復帰時には、
これまでのキャリアの
施し、本人の希望や適性などを踏まえて積極的に配属先の再

嘱託社員

人材戦略

自己のスキルアップや成長、
パラレルキャリアの形成を後押
しする
「副業制度」

●

を目指して、
これまでの専門職社員やメイト社員（パートタイ

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）

企業
価
値
向

場所にとらわれずに働くことができる
「テレワーク」

棚卸と中長期的なキャリアプランをもとにキャリア面談を実

員共通の人事制度に統一しました。

境の整備
ス環
ィ
オフ

●

「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」

支給するほか、確定拠出年金や福利厚生など、全制度を全社

■

1日ではなく1ヵ月で総労働時間を定め、一人ひとりの生活
と業務の調和を図りながら効率的に働くことのできる
「フ
レックスタイム制」

●

全社員共通人事制度

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作り
■

セゾン・ワークライフデザイン部

「オープンチャレンジ」制度、課長職以上の社員においては、
「ジョブコンペティ
年 1回、希望するポジションを申告できる

社員が活き活きと働き続けるには、
育児や介護など、
社員の

ション」
を用意しています。
「ジョブコンペティション」の申告

さまざまなライフステージにおける生活と仕事を両立できる

内容はすべて経営者が目を通し、組織・人事改定時の参考と

環境作りが欠かせません。
社員が個々の環境に合わせて、
柔軟

しても活用されています。

な働き方が実現できるよう、
様々な制度を整備しています。
●

1時間単位で有給休暇が取得できる
「時間単位有休」

社員自らの意思で自身の課題に合った研修や必要な学び
を受講できる
「選択型研修」
を用意しています。

育児や介護に限らず自己啓発などの理由でも取得が可能な
「短時間・短日勤務制度」

●
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人材

ダイバーシティ＆インクルージョンの推進

女性活躍推進の歴史

CSスタイル

企業として変化に富む組織運営を目指すために、社員一人

世の中に
「女性活躍推進」
「ダイバーシティ」
という概念が

一人ひとりがクレディセゾンらしさを体現するために全社

ひとりの活躍の形、貢献の仕方、
キャリアが存在する多様性

当社では、女性の社会進
普及するずっと前の1980年代から、

員共通の行動指針を
「チャレンジする」
「常識を疑う」
「やりき

「CREDIT SAISON AWARD」は、全社一丸となって強い

組織であることが重要だと考えています。
そのために性別・学

出を目指すべく、女性社員を積極的に採用し、
さまざまな職

る」
「チーム力を高める」
「自分を高める」の5つのワードに集

組織となるきっかけの場とすべく、会社のビジョンを共有し、

歴・国籍・バックグラウンドなどに関わらず、誰もが公平に意

種で活躍する女性が、当社の成長の一翼を担ってきました。

として掲げています。経営理念「サービス
約し、
「CSスタイル」

部門を超えて日頃の成果を称え合うことで、社員と会社が双

見でき、
かつ、挑戦できる組織作りを進めています。

多様な職種、職位で女性の活躍を実現するために、女性社員

先端企業」の実現につながる行動指針として、社員一人ひと

方に貢献し合う風土醸成を目指すことを目的に、2012 年か

また、あらゆる職種と職位で女性社員が活躍しています

が結婚や出産などのライフイベントによって就業の継続や

りが日々その実践に取り組んでいます。

ら実施しています。その前にも、営業部門に特化した表彰式

が、
ジェンダーの違いに限らず、多様な背景をもつ社員が働

キャリア形成を諦めることがないよう、社員の声を聞きなが

きやすく、
自分らしく能力を発揮し、全員が活躍できる組織を

ら、制度を拡充させてきた歴史があります。

を開催していましたが、取り巻く環境変化に伴い、全社をあ

CSスタイルの概要

げて意識・行動を変えるきっかけを作り、
当社らしい風土醸成
「CREDIT SAISON
と組織強化を実現するために、2012年に

作るため、戦略人事部が中心となって、制度面での整備と相
経営理念

互理解の風土醸成に取り組み、今では、
ジェンダーの違いに

健康経営

限らず、
さまざまな制約をもちながらも、仕事との両立を目指

や社員に対する安全衛生教育を行うと同時に、社員自らが健

障がい者採用に関しては通年で採用を実施しています。

AWARD」へ変更しました。

サービス先端企業

当社では、
会社としての安全配慮義務を遵守し、
管理監督者

す仲間の状況を理解し、
サポートし合う風土が醸成されてい
ます。

価値観

康維持増進に努めることを、健康経営の取り組み方針として

2018年には屋内農園型障がい者雇用支援サービスIBUKIを

います。
産業医、
保健師とともに戦略人事部内にある健康推進

顧客満足主義の実践

利用してハーブや葉物野菜を栽培する
「セゾンファーム戸田」

チームが中心となって、
社員が活き活きと働きパフォーマンス

取引先との相互利益の尊重

を開設、2020年には事業部内で発生している事務・軽作業の

を最大限発揮できるよう社員の健康維持増進活動を推進して

業務を切り出し、集約することで各部の業務を担う
「ユビキタ

おり、
全国各事業所に配置した衛生推進者を通じて、
全社的な

ス事務チーム」
を組成しました。

活動と事業所別の課題に応じた活動を行っています。全社員

当社では、障がい特性に合わせた仕事内容、役割、
フォロー

ストレス
の定期健康診断受診率は100％を維持しているほか、

体制の構築、
また柔軟な働き方の選択肢を設けることで新し

チェックの実施などを通じた職場環境の改善施策を推進して

い雇用の機会の創出と活躍の推進をしています。

います。
カフェテリアポイントを活用した健康作りの自己投資

また、
職場向けセミナーの実施や就業をサポートするツール
の導入など、定着のための環境づくりにも取り組んでいます。

こうし
や5年に1度のウエルネス休暇の取得を推奨しています。
た活動は外部機関にも評価され、経済産業省、
日本健康会議

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）
CSスタイル

チャレンジ 常識を疑う
する

やりきる

ピアボーナス制度「CSスタイルチップ」
チーム力を
高める

自分を
高める

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
に沿った行動や取
ナス制度を導入しています。
「CSスタイル」

認定されました。

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

'07 短時間勤務制度の拡充
（小4の4/15まで取得可能）

'89 勤務地コースを導入

'07 カウンター限定職の

（全国型・地域限定型）

創造的革新の社風創り

に
が共同で選出する
「健康経営優良法人2019ホワイト500」

'82 新卒、中途採用ともに女性の
積極採用を実施

成果を賞賛し合う表彰式
「CREDIT SAISON AWARD」

'17 全社員共通人事制度を導入し、
さらなる活躍へ

社内ベンチャープログラム
「SWITCH SAISON」
当社では、社員がアイデアを生み出す風土を醸成すること

職務範囲を営業全般に拡大

と、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

'07 「配偶者出産休暇制度」導入

を創出することの 2つの目的から、社員のアイデアをよりス

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。

CSスタイルチップの概要

ピーディに事業化する社内ベンチャープログラム
「SWITCH

SAISON」を年に2回実施しています。このプログラムは、す

1980年

1990年

2000年

2010年

2017年

べての社員に応募資格があり、幅広い世代からアイデアを
募っています。事業化につなげるためのメンター制度による
サポートや、事業開発費用の予算化などを行うと同時に、採

'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
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用された案件に関しては、発案者の柔軟な人事異動も実現し
ています。

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
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SUSTAINABILITY

PEOPLE

SUSTAINABILITY

特集 CSスタイルの浸透事例

PEOPLE

特集 SWITCH SAISONの事業化事例

※が日常業務でどのように発揮されているか、
当社の
「CSスタイル」
社内ベンチャープログラム
「SWITCH SAISON」

第2期で単身者向け新サービスを発案・提案した中部・近畿統括部 業務統括担当 係長 生野薫さんと、

を受賞し、営業実績や業務管理などの運営を総合的に評価された
社内表彰制度「CREDIT SAISON AWARD 2019」

関西支社三井アウトレットパークマリンピア神戸ショップマスター 福本江梨さんのお二人に聞きました。

※ 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）
を5つのワードに集約「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」

チャレンジする

チーム力を高める

次世代金融教育「出張授業〜SAISON TEACHER〜」
プリペイドカードや電子マネーの利用が拡大しキャッシュ

代を担う子どもたちが正しい金融知識を身に付けるための

レス化が急速に進む中、子どもたちの金融トラブルが増加す

を
金融教育プログラム
「出張授業〜SAISON TEACHER〜」

るなど、金銭感覚や道徳観念への影響が懸念されています。

提供しています。
当社社員が講師となり、近年のキャッシュレ

「 金融リテ
また、2022 年 4月の成年年齢の引き下げに伴い、

ス決済の動向やクレジットサービスとの上手な付き合い方

ラシー」
をより早い段階から身に付けておく必要性に迫られ

などを対話やワークを通して学ぶことができるオリジナルプ

ています。

ログラムです。

そこで、当社では、成年年齢の引き下げを見据えて、次世
中部・近畿統括部
業務統括担当 係長

関西支社三井アウトレットパーク
マリンピア神戸
ショップマスター

生野 薫

Q1

CSスタイルやその価値観について、
日々の業務で大切にしていることはありますか？

福本 江梨

ての力」
だと思います。
そ
福本 課題に対してメンバー間でとことん話し合いました。

生野 私自身が入院した時、将来に対する不安を感じて調べ

の過程でメンバーが互いを認め合い、各自責任と自信

てみると、社会には同じ不安を抱えている人がたくさん

をもつことで、
自分を高め、
さらにはチーム力を高める

いることがわかりました。
「お客様と50年間を共に歩む

ことにつながったと思います。結果、昨年度は業務負荷

ファイナンスカンパニー」を目指す当社だからこそ、単

の軽減やOJTを活用したメンバーの早期即戦力化によ

身者向け新サービスを考え、社内ベンチャープログラ

るお客様へのサービス向上など、新たな取り組みもス

ムで提案しました。

タートすることができました。

「自分たちで考え
福本 私はカードデスクでの責任者として、
行動する」
ことを大切にしています。
日々お客様と向き
合う私たちだからこそ、
「業務改善」
や
「チーム力を高め
る」
ことで、
より良い顧客サービスの提供にチャレンジ

Q4 ご自身の取り組みにより、会社の貢献に

つながったと思えることをお聞かせください。

「出張授業〜SAISON TEACHER〜」は、社内ベンチャープログラム
「SWITCH

の考えを会社に提案しようと思う人が増えたのであれば

ができる新たなチャレンジは、
自身のさらなる成長につながると考え提案しました。

嬉しいです。
また、
「おひとりさま」
という社会が抱える課

それをカタ
生野 お客様にとって良いサービスだと思っても、

福本 チームの全員が自信をもつことで、体制が強化されま

チにする方法がわからず、具現化させる提案までのス

した。またチームとして前向きな提案や行動につなが

テップではいくつものハードルがありました。

り、顧客満足の追求へ力を注ぐことができています。

福本 私はチーム一丸となって課題解決に向かうため、自分

Q2

CSスタイルについて日常で感じること、意識していることはありますか？

当社は、
チャレンジを推奨する風土やサポート体制があるため、挑戦しやすい環境
が整っていると感じています。
日頃から現状に満足することなく、新しい取り組みを
積極的に取り入れることを意識しているなかで、失敗を恐れずにまずはやってみる

Q5

今後の展望についてお聞かせください。

生野 お客様に“安心”の価値を提供できるように引き続き取
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なぜ提案しようと思ったのでしょうか？

への金融教育の必要性を感じました。
また、
自身の考えや想いをカタチにすること

題に、
当社が目を向けるきっかけがつくれたと思います。

お聞かせください。

Q1

えています。
私の姿を見て、
提案に不慣れな人でも、
自分

解決するためにどのようなハードルがありましたか？

Q3 それらのハードルをどのように乗り越えたか

「SWITCH SAISON」
の第一期生として金融教育活動を実現

SAISON」
で提案し、実現した案件です。
セゾンカウンターでの勤務経験から若年層

Q2 お客様が抱える課題や、業務上抱える課題を

いメンバーの意識改革をどうすべきかでした。

社員インタビュー

の提案数は、
回を重ねるごとに増
生野 「SWITCH SAISON」

できると考えています。

に自信がないメンバーや、失敗を恐れチャレンジできな

授業の様子

り組んでいきます。

という
「チャレンジ精神」
を活かすことができています。

Q3

今後どのようなことに挑戦したいでしょうか？

「自分たちで考え行動する」。新
福本 どのような環境下でも、

2022年4月の民法改定で成年年齢の引き下げが予定されている中、一人でも多く

生野 自分がわからないことも周りの方の協力や他部署の方

たなチャレンジが楽しみとなり、
達成感や充実感が得ら

の子どもたちに正しい金融知識を身に付けてほしいと考えています。正しい金融知

のアドバイスが刺激となり、
カタチにする方法を考える

れ、
チーム力が高まるプラスのサイクルを生みだす、進

識を身に付けることで子どもたちの未来が安心かつ豊かなものとなるよう、
これから

原動力になりました。一番はクレディセゾンの「人とし

化し続けるチームを目指します！

も取り組んでいきます。

CS企画部

安部 志桜里
経歴

2012 年入社、関西支社、東海支社で
セゾンカウンター勤務を経て東京支
社で社員教育に携わる。2019 年より
現職で金融教育活動を推進
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SUSTAINABILITY

PARTNERSHIP

SUSTAINABILITY

パートナーシップ

PROSPERITY

地域振興

オープンイノベーションによる新たな金融サービス創造への挑戦
当社の強みや企業資産に、
他社がもつ技術やアイデア、
サービスなどを組み合わせるオープンイノベーションにより
既存のビジネスモデルを変え、新たな金融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。

金融サービス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する
当社だからこそできる地域経済発展・課題解決に取り組み、
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て挑戦を続けてまいります。

進を通じて、多様化するマーケットニーズに対応可能な次世

オープンイノベーション

代の総合金融サービスの開発・提供を図っています。

国内カード業界では初となるコーポレート・ベンチャー・
キャピタルを2015 年 6 月に設立するなど、当社がこれまで
培ってきたリテールファイナンスのノウハウや顧客基盤を活

金融を通じた社会課題の解決に寄与するために

テムの精度向上にも努めるなど、セキュリティの強化と同時

安心・安全・便利なキャッシュレス社会の
実現に向けて

に安心・安全な決済環境の提供に注力しています。
また、慎重
な与信と与信後の適切なフォローを通じて、
お客様の使い過

キャッシュレス社会の実現に向けて、
お客様の利便性向上

ぎによる
「多重債務者」
の発生防止にも努めています。

を目的に、多種多様な決済プラットフォームの実現に取り組

用しながら、FinTechやIoT 、AIなど、幅広い領域で先進的・

2020年2月、新興国でマイクロファイナンス事業に取り組

んでいます。
クレジットカードやプリペイドカードをはじめと

革新的な技術を有するベンチャー企業への投融資を通じて、

む国内スタートアップ企業、五常・アンド・カンパニー㈱への

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

オープンイノベーション戦略を推進しています。

事業資金を融資しました。同社は、
カンボジア・ミャンマー・ス

や提携先アプリと連携したQRコード決済など次世代決済ス

リランカ・インドの4ヵ国に拠点を置く7つのグループ会社を

キームを提供しています。

アジアにおける金融サービスの提供
当社では、成長著しいアジア圏内において、各国に即したリ
テール金融ビジネスを展開し、台頭する中間層に対する金融

通じて、新興国の貧困層向けにマイクロファイナンス
（小口融

個人情報の管理では、法令やガイドライン・業界ルールな

包摂の実現を目指しています。
また、
ファイナンス事業の進出

資）
を展開し、世界的な課題のひとつである金融包摂の実現

どの遵守はもとより、社内規程を定めて、社内研修・コンプラ

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

「金融の未来」の創造を目的に、2019年9月に㈱大和証券

に寄与しています。
グローバル事業を将来の収益基盤の柱と

イアンス教育を通じて㈳日本クレジット協会の資格制度「個

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

グループ本社と資本業務提携を締結しました。2020 年 2月

して位置付ける当社と、同社が掲げるミッションとの親和性

人情報取扱主任者」の取得を実質的に社員に義務付けるな

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。

には、
同社が保有するFintertech㈱への資本参加を実行しま

は高く、今後の協業も視野にいっそうの連携を深めています。

ど、管理意識の醸成と浸透に努めています。また、個人情報

した。Fintertechは、投資型クラウドファンディングやブロッ

また、海 外のアーリーステージを中心に投 融 資を行う

を取り扱ううえで、
カードのお申し込みやNetアンサーなど、

「金融の未来」
の創造に向けて

●

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

クチェーンをはじめとする最先端テクノロジーを活用して、

Saison Capitalでは、アジア圏のみならずアフリカ・南米な

Webシステムにおけるお客様の大切な情報を預かる部分で

●

デジタルネイティブ世代向けに「次世代金融サービスの創

ど、世界の有望なスタートアップを対象に投資事業を開始し

は暗号通信技術TLS/ SSLを採用してお客様の個人情報を保

インドネシアでは、
デジタルレンディング事業を展開

●

出」
を進めており、大和証券グループ本社との協業の下、顧客

ており、既進出国事業との連携や革新的事業モデルの早期取

護するほか、最新テクノロジーを活用して不正利用検知シス

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

ネットワークの相互活用およびオープンイノベーションの推

り込みの実現を図っています。

国内
（一例）

ベンチャーファンドへのＬＰ出資

クレジット
カード

当社との
アライアンスや
出資・提携候補
企業の紹介

個人情報の
適正管理

プリペイド
カード

セキュリティ
対策強化

不正検知
システムの
精度向上

スマートフォン
決済
ＣＶＣ子会社
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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

海外（一例）
国内

海外

国内外の
シード・アーリー
企業への出資

QRコード
決済

多重債務への
対応

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
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PLANET & PEACE

SUSTAINABILITY

赤城自然園の運営を通した社会貢献
「豊かな森を、
未来を、
こどもたちへ」

PLANET & PEACE

事業活動を通じた環境・社会への貢献
当社の経営資源を活用し、社会的責任を果たす

当社では、赤城自然園の運営を2010年から開始し、来園者数は累計50万人を超えました。
赤城自然園の運営理念でもある
「豊かな森を、未来を、
こどもたちへ」
を根底に、

「事業活動のデジタル化」
により、
自社の環境負荷低減に取り組んでいます。
また、
「ポイント寄付活動」
「スポーツ・文化活動支援」
による社会貢献の取り組みを継続しています。

SDGsの達成に向け、社会課題の解決に取り組んでいます。

群馬県や渋川市との連携を強め、今年度は群馬県デスティネーションキャンペーンの5連ポスターに採用されるなど、地域活性
これまで土・日・祝日のバス運行に加え、平日の開園日にも運行されてい
に貢献しています。2020年4月より、渋川市の協力のもと、
ます。今後も赤城自然園のフィールドを活用し、環境保全活動、教育・学習などの次世代支援につながる取り組み、地域貢献など多

お取引先様事例

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。

様な活動を行っていきます。

TOPICS

事業活動のデジタル化

渋川市と連携協力に関する協定を締結（2019年4月）

親子向け環境学習の開催、健康増進を目的とした森林セラピー基地としての活用、観光客の誘致による地域経済の活性化
など、取り組みを推進しています。
渋川市長より、赤城自然園の取り組みについてメッセージをいただきました。

渋川市との取り組み例（一例）
渋川市とクレディセゾンは、2019年4月5日
「渋川市
と赤城自然園との連携協力に関する協定」を締結し、
地域社会の発展を目的に連携を深めて参りました。
な
かでも、
健康増進を目的とした本市事業においては、
多
大なるご協力を賜り、
自然観察会や環境学習会の実施

■

健康増進

市民の健康増進を目的に、
ウォーキング大会などの会場とし
て赤城自然園を利用。
2020 年 10月11日（日）、溝呂木自治会イベント「健康ウォー
ク」
に107名が参加。

など、多くの市民が赤城自然園を訪れる機会を設けて
いただきました。現在、先を見通せないコロナ禍のな

を市民へ発信し、双方の有する資源を有効活用しなが
ら、
相互に連携を深めていければ幸いです。
健康という
共通の願いを実現するために、赤城自然園が新たな価

サッ
いから、2001年よりサポーティングカンパニーとして、
カー日本代表を応援しています。2014 年からはアジアサッ

タル化によって、利用明細書の封筒1通当たり500ｇのCO2

とのスポンサーシップ契約により、アジア
カー連盟（ AFC ）

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

サッカー界も支援しています。また、当社は次世代を担う子

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

どもたちのために、試合会場に足を運んでもらい日本代表が

双方を推し進めていきます。

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

また、2020年度上期には、一部店舗にデジタルカウンター

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

を導入し、セゾンカウンターにおける諸手続きのペーパーレ

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

ス化、業務省力化を進めています。
またこれまでは、セゾンカ

しています。

ウンターによる対面で
「即日発行・即日利用」
サービスを提供

また当社では、世界三大テノール歌手として名高いスペイ

していましたが、
スマートフォン決済「セゾンカードレス決済」

ンのホセ・カレーラス氏の日本公演を1999 年から協賛して

を導入したほか、QRコードの活用を通じてカード入会をセル

当社で
おり、2019年にリサイタル協賛20周年を迎えました。

フ化することで、
コロナ禍でニーズの高い非対面でのカード

は、
カレーラス氏が自身の白血病との闘病を克服した後に設

申し込みの体制を構築しました。

立した
「ホセ・カレーラス国際白血病財団」
に対して、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

ポイント活用による社会貢献

四季折々の自然を感じることができる市民の心の拠り
やしの場になると思います。
今後も、
赤城自然園の魅力

サッカー日本代表とともに成長し続けていきたいという想

デジ
紙の消費量削減は、CO2排出量の削減にもつながり、

かにありますが、赤城自然園は、密を避け、春夏秋冬、
所であり、ニューノーマルのなかにあってますます癒

スポーツ・文化活動支援

■

親子向け環境学習会開催

「豊かな自然と多様な風土を守り育て未来へ継承するまち渋
川」
の実現に向け、子どもたちに身近な自然を通し環境問題に
も興味をもつきっかけとなるよう、
アサギマダラのマーキング
体験を実施。渋川市の親子10組29名が参加。

ポイント交換やカード決済を通じて、災害復興や研究への

寄付するなど、
同氏の活動を支援しています。
今後もこうしたスポーツ・文化活動支援や寄付を通じて、
社会貢献の取り組みを継続していきます。

寄付活動を行うことで、地域社会へ貢献しています。
また、
ポ
イント運用サービスなど、投資を疑似体験できるサービスを
開発し、投資機会の提供など、金融教育と豊かな人生設計を
サポートしています。

値を創造し続けてくれることを願っています。

「人と動物と
例えば、
当社は2016年より神奈川県が目指す

令和2年11月20日 渋川市長 髙木 勉

が共に幸せに暮らせる社会の実現」に賛同し、動物保護セン
ター建設基金へ1,700万円に上る寄付金を贈るなど、神奈川
県の動物愛護推進に貢献してきましたが、2020年1月には新
たに、
ペットの命を守る取り組み、未来のパラアスリートの支
■

渋川市長

髙木 勉 様

観光活性

市内観光資源の再発見と磨き上げを行い、観光産業の活性化
を図るため、
「渋川市版マイクロツーリズム」
を構築。
2020年10月〜2021年3月に、全15コース35回のバスツアーを
実施
（予定）
。
そのうち11コース14回、
赤城自然園へ立ち寄り。

援、神奈川県の地域活性化や社会課題の解決などを含む
「連
携と協力に関する包括協定」
を神奈川県との間に締結してい
ます。
その他にも首里城再建や新型コロナウイルス感染症対
策活動支援など今後も、本取り組みを通じて社会的意義の高
い活動や自然災害からの復興支援などに協力していきます。
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リスク・機会への対応
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。投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

中長期で対応が必要なリスクと機会
リスク

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
（2020年6月

18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。

経済状況

内容

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

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

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

競争環境

業界共通のリスク
リスク

内容

対応

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

リスク

主要提携先
との関係

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

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

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

リスク

地震などの大規模自然災害発生による保有資産の物
理的な損害、社員への人的被害

海外事業展開

資金調達

金融機関からの借入金、社債やCP（コマーシャ
ル・ペーパー）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

大規模災害
および
パンデミック
などの発生

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

マーケットリスク
●

金融商品の減損
（貸倒引当金）

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

RCMやALM（資産および負債の総合的管理）の

導入と活用によるマーケットリスクの適切な管理

機会

金利上昇時の調達金利の上昇

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

リスク

システムリスク
および
サイバー攻撃
リスク

事務リスクの
顕在化

●

●

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

●

●

機会

●

内製開発した基幹システムの不具合、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
長年のノウハウが蓄積された基幹システムの外販

●
●

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

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

お客様のライフサイクルに寄り添うサービスを提供
する
「総合ノンバンク」
としての差別化

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

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
P29 グローバルビジネス

●

●

●

●

●

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

リスク

クレジットカード決済だけでなく新たに非接触型決
済やQR・バーコード決済など多様な決済手段の拡
充を通じた顧客基盤の拡大

P51 パートナーシップ

●

●
●

対応

BCPプラン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の関東と関西への分散
によるクレジットカードの利用環境整備
新型コロナウイルスの感染予防対策の徹底、非接
触型決済やQR・バーコード決済など感染リスクを
低減させる決済手段の拡充
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
ファイアウォールの強化および社員の情報セキュリ
ティ意識の向上、
ウイルス感染後の被害の最小化な
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
P19 ペイメントビジネス
P37 特集｜事業を通じた価値共創｜ペイメント事業

●

●

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
P19 ペイメントビジネス

●

各種規制および
法制度の変更
●
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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

人材の育成
および確保

リスク

機会

顧客に高水準のサービスを提供し、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
デジタル人材確保による新サービス・商品開発

社員のニーズに応じた勤務制度の整備や雇用形態の
統一による公平な機会の提供、執行役員制度やスペ
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
P43 人材戦略
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