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CEOメッセージ
危機や制約が、顧客に支持されるイノベーションを生み出し、
競争の勝者へと導いていく

不確実な時代こそ企業の本質が試される
昨年の統合報告書で、私はこの2020年を、人類の歴史上

え、社員とともに顧客価値の創造を実現してきました。

で1929年の世界大恐慌に似た画期的な1年になりそうだと

私は資本主義の本質は、
リスクテイクをして創造的破壊を

述べました。実際、新型コロナウイルス感染症によるパンデ

起こすことだと考えます。西武百貨店を日本一の百貨店に成

ミックで、
ヒト・モノ・カネの動きが一気に止まり、
自動車工場

長させた堤清二氏は、
「丸物」
という百貨店を壊して新しい業

をはじめとする各国のサプライチェーンや経済そのものが大

態のパルコにし、
「緑屋」
という月賦販売の小売業をクレジッ

代表取締役会長CEO

きな打撃を受け、人々はニューノーマル（新常態）
での生活様

トカード会社に転換させました。
こういうイノベーションは、

林野 宏

式への移行をやむなくされました。世界中で薬やワクチンの

まさに創造的破壊そのものです。
では資本主義社会における

開発が急がれている一方で、第二波、第三波と世界的に収束

企業の本質とは何か。私は、それは競争にあると考えていま

の兆しはいまだ見えず、先行きが不透明な中で、個人消費は

す。顧客に対して良いサービス、良い商品を届けるために競

減退しています。
もちろん、2019年の消費増税に伴うキャッ

争をする。
その過程では、
お客様が一体何をしてほしいと思っ

シュレス決済への優遇施策や、
コロナ感染防止対策として衛

ているのか、
お客様の喜びや驚き、楽しみを作り出すために、

生面から現金ではなくカードを使う人が増えるなどの側面

顧客の考え方を知ろうとするマーケティングも重要です。そ

もありますが、私はこうした有事の時には、原点に返ることが

してお客様に支持されるためのイノベーションを続けること

大事だと考えます。
当社の原点とは何か。
それは、
サービス先

で、競争の勝者になれるのです。
イノベーションを継続できな

端企業として掲げる三つの価値観、すなわち
「顧客満足主義

い企業は成長力を失ってやがて衰退し滅んでいきます。
当社

の実践」
「取引先との相互利益の尊重」
「創造的革新の社風創

がここまで成長を遂げられてきたのは、創造的革新の社風か

り」
です。顧客を中心において、
より良いサービスを提供し、顧

ら生まれた数々のイノベーションによるものだと考えます。

客の利便性を高め、顧客の支持を獲得することに全力投球す
る。当社は創業当初から、会社は社会のためにあるべきと考

この未知の時代だからこそ、
カスタマーサクセス、競争力、
イノベーションを生み出す力が試されているのです。

イノベーションは危機や制約から生まれる
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当社がなぜイノベーションを継続できたのか。セゾング

生き残るために必要なのは、
新しいものを創り続けることで

ループの歴史を振り返って感じるのは、恵まれていない環境

す。
昨日と同じということは、
他者が先に進んでいる分、
自分は

や危機感、
さまざまな制約があったからこそ、歯を食いしばっ

退化していることと同義です。
ですから、
人は常に次はどう変わ

て頑張り、成果を生み出し、時代の変化へとつなげてきたよう

ろうかと考えていなければいけません。
当初、私にはひとつの

に思います。私のいた西武百貨店も、池袋という、百貨店とし

疑問がありました。
当時のクレジットカード会社の与信条件が、

ては不利な立地でスタートした逆境を武器に、文化を核とし

だったので
「一部上場企業の役職者、勤続10年以上、持ち家」

たイメージ戦略などを通じてさまざまな革新を起こし、世の

1980年代の日本ですからこの条件に該当するのは、
ほとん
す。

中を変えていきました。

ど男性といっても過言ではありません。一方、
セゾングループ

私は、1970 年代に入って経営が悪化したことでセゾング

の百貨店やスーパーで私が見ていたお客様は、
圧倒的に女性

ループの傘下に入ることになった月賦販売の小売業「緑屋」

持ち家」
が中心です。
「一部上場企業の役職者、
勤続10年以上、

をクレジットカード会社へと転換を図るべく、1982年に転任

の男性は、
買い物をご夫人に任せている。
最も百貨店に買い物

しました。信販系、銀行系のカードが普及し始めている国内

に来ない人たちに向けて、
クレジットカードを発行している。
そ

では、
当然後発です。
しかし私には、具体的なビジョンがあり

う捉えたのです。
それならば、
買い物に来られているお客様が

ました。以前視察に訪れた米国で、
レジで高額紙幣を出すと、

その場で名前と住所と電話番号を書いていただければ、即与

透かしを見て偽札ではないことを確認されるなど、現金より

信、
即発行、
即使用可能、
年会費無料のクレジットカードを出そ

カードが信頼されるカード社会の姿を目にしていましたか

ショッピング10
うと考えました。
与信枠はキャッシング5万円、

ら、日本でも米国と同じくらいカードが使われる社会をつく

万円。
リスクはあるけれども、
与信枠数万円で返済不能になる

れば、後発でも生き残れると確信していたのです。

方は多くないはず。
リスクを恐れるよりも多くの方にカードを
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CEOメッセージ

使っていただくほうが大切だ。
そのような思いで、
お買い物を

に対し、
当社は「即与信、即発行」
を開始以降、毎月10万枚単

職場にいやいや来るような会社だけにはしたくないと思って

には、
変化に敏感な感性を磨くことが重要です。
私は、
そのSQ

担う中心層である女性にクレジットカードを開放したのです。

位でカード発行枚数が増えていきました。

います。
社員のアイデアをよりスピーディに事業化するための

（感性）
を、IQ（知性）
やEQ（人間性）
と掛け合わせたBQ（ビジ

既存の社会にさまざまな制約がある中で、当社は徹底し

社内ベンチャープログラムなども実施していますが、社会の

ネス感度）
こそが、社会からの共感を集め、次世代で成長を続

て顧客の利便性を追求し、業界のタブーを打ち破るイノベー

ニーズやマーケットの変化に対応した新サービスを創出する

けていくための大きな力になっていくと考えます。

小売業での割引特典も付与するなど、顧客満足主義を実践し
ましたから、
ものすごい勢いで女性の支持を獲得しました。
お客様の支持は強烈な追い風となります。当時、業界トッ
プのクレジットカード会社の発行枚数が約700万枚だったの

ションを生み出すこと。
これが当社のクレジットカードビジネ
スの成長の原点になっています。

「サービス先端企業」
であり続けるために
危機感の欠落は企業の最大の敵
厳しい状況の中に置かれていたほうが、
イノベーションを起

その後、
クレジットカードをはじめとする消費者金融業界は、

も積極的に行っています。
デジタル人材には、
ある程度の自由

構築するなど、次世代に向けた投資も行い、いよいよ再び成

を与えてさまざまなチャレンジをさせていくことが重要ですか

長戦略を図るための基盤の構築が完了しました。
この基盤を

ら、
私自身も入社後の人材活用にコミットしていきます。

こし、
チャンスをつかみやすいことをお話ししましたが、
それは

2008年の過払い金返還請求に関する最高裁判決、貸金業法

活かして、2019年度から変革と再成長を成し遂げる3ヵ年と

とはいえ、少子高齢化で人口も減少していく、飽和市場の

裏を返すと、
安穏とした環境であぐらをかいていると一気に追

、
割賦販売法の改定
（2008年6月施
の改定
（2010年6月施行）

をビジョン
いうことで、
「Neo Finance Company in Asia」

日本では、今後の高い成長は期待できません。当社の成長を

に掲げた中期経営計画を策定し、取り組んでいます。

牽引していくのは、
アジアでのグローバルビジネスです。
当社

い抜かれかねないという警鐘でもありま

行）
で大きな打撃を受けました。
これまで健

す。業界トップに躍進した当社の社員の中

全に運営されていた会社が、
こうした法規

国内のクレジットカード市場自体は、1人当たりの所有カー

はすでに中国、
インド、
シンガポール、
ベトナム、
ミャンマー、
イ

には、
自分は成功した会社に勤めていると

制などの環境変化により突如窮地に追い

スマートフォン
ド枚数が約2.6〜2.7枚と飽和状態にある中で、

ンドネシア、
カンボジア、
タイ、
フィリピンと、関連会社・投資先

思うようになった人もいますが、
実はそうし

込まれたことには、
憤りを感じましたが、
こ

を活用した決済も頭角を現してきており、
当社が20世紀に成功

アジアには銀行
なども含めて9ヵ国に進出を果たしています。

た成功体験に伴う危機感の欠如が、
当社に

のことによって、競合各社が経営難からメ

してきたビジネスモデル自体が陳腐化しつつあると認識してい

の金融サービスを受けられない層（Unbanked層）が大半を

とって、一番大きなリスクとなっています。

ガバンクの傘下に入るなど、
業界の景色が

ます。
加えて、
コロナ禍が社会にもたらすインパクトも非常に大

占めており、それぞれの国の発展段階に応じて、現地の方々

成功体験というのは人間に対してマイナス

一変しました。
当社は独立を維持しました

きく、
ある意味でこれはイノベーションが起きる絶好のチャン

の金融サービスニーズに着目しながら、経済的な豊かさを実

の要素を与えます。
このままで良いという

が、
それをもって
「この会社は大丈夫だ」
と

スにもなります。競合各社もDX（デジタルトランスフォーメー

現するお手伝いをし、各国の繁栄にもつなげていきたいと思

感覚ではイノベーションも起きませんし、

危機感が欠如してしまうのも、非常にまず

2025年くらいまでにDXをやり
ション）
を推し進めていますが、

います。
コロナ禍のパンデミックで当初の計画より出足が遅

競争心も働かなくなります。
自分たちが成

いことです。
これら一連の出来事からは、
い

遂げないと、
逆に負け戦になりかねないとの危機感もあります。

れた部分もありますが、
アジア市場での成長を勝ち取るべく、

功したという思い込みは慢心につながり、
努力を怠るようにな

ろいろな教訓を得ることができましたが、
組織が生き残るため

国内市場は飽和状態ではありますが、商品やターゲットを

力強く推し進めていきます。海外展開においては、コンプラ

り、
お客様からも見捨てられかねません。
危機感の欠如の次に

に必要なことは、競争とイノベーションに加えて、危機感であ

絞り込んで、3,700万人の会員基盤のさらなる拡充を図りま

イアンスなどのガバナンスを利かせることももちろん重要で

待っているものは、
競争における敗北です。

り、
この３つの強化の重要性を、
常に社員にも説いています。

す。
なかでもZ世代は注力すべきターゲット層です。個人事業

はありますが、基本は現地主義を貫きます。
すなわち、現地の

主や、BtoBビジネスでの決済も新たなターゲットとなってい

マーケットや商習慣をもっとも理解している現地の人材を役

ます。
スマートフォンをひとつの大きなプラットフォームとし

員や幹部に起用して任せ、社員一人ひとりが情熱を傾けられ

て、
「スマートフォンと言えばクレディセゾン」
と言われるよう、

る、
やりたいと思える仕事をやらせてあげられるようにしたい

新しい商品やサービスを月単位で投入していくことを目標に、

とは言っていますが、
もしか
と考えています。
「Neo Finance」

感性を磨いて、社会からの
「共感力」
を高める
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先の業法改定が大きな転換点となって、基幹システムを再

だ、
「SDGs」
だと、流行りを追
世の中を見ると、
「ESG経営」

から、私が当社に来た時から、学歴、性別、国籍、年齢に関係

毎週、新しいアイデアやイノベーションを持ち寄ってフリー

すると、金融の枠を超えた事業に発展していくかもしれませ

うかのようにどの企業も唱えています。私はそうした同質的

なく、多様な人材を登用してきました。2017年にはパートタ

ディスカッションを行うビジネス戦略会議も社内風土として

ん。当社の経営理念はサービス先端企業ですから、
それもか

な風潮には、違和感を覚えます。
もちろん、社会的に意義のあ

イムや嘱託などの区分をなくし、約2,200人について賃金体

定着してきました。
また、DXを推進するデジタル人材の採用

まわないのです。

る事業をすること、そしてその成果として社会に貢献するこ

系や福利厚生の待遇を改善する、同一労働、同一賃金を導入

とは非常に大事なことです。
しかし、企業の本質は、競争に勝

しました。私はそもそも
「非正規社員」、
「 正社員」
といった呼

つことであり、
それを忘れてはなりません。顧客の価値を創造

称そのものが好きではなく、すべての社員に対して、平等に

し、
イノベーションを起こし、競争に勝ったその成果として社

チャンスを与え、公平な処遇を行いたい、
そしてライフステー

会への貢献が果たせるのだと思います。

ジの若い段階は消費ニーズが高く、
そうした世代の可処分所

日本国内を見ても、将棋の藤井聡太棋聖をはじめ、弱冠10

ためには、お客様からの支持がなければいけません。お客様

こうした価値を生み出す源泉は、人材にあります。破綻寸

得を増やす施策を打たなければ、消費も景気も良くはならな

代で世界を舞台に戦うアスリートなど、若い世代は限りない

に支持されるであろう、ありとあらゆるアイデアを具現化し

前の「緑屋」
を再生し、今のクレディセゾンへと発展させてき

いと考えてきました。正社員化を決断した背景には、
そのよう

可能性を秘めていることに改めて感動を覚えます。
当社の若

て、イノベーションを起こすこと。
このチャンスを、当社では

たのも、30代の若手を中心とした人材でした。堤氏の時代か

な思いもありました。

い世代の社員にとっても、会社に来るのが楽しくて面白くて、

全社員の誰にでも平等に与えています。社内の多様性も武器

次世代への期待を込めて

ら、組織風土としてのヒューマニズム、
すなわち学歴や性別、

私の描く理想は、
働いている社員に自由が与えられ、
一人ひ

夢中になって仕事をしながら自分自身も進化し、報酬にも満

に、チームで一丸となってイノベーションを生み出し続ける

国籍などの差別を一切しないことを経営思想としていました

とりの考えが仕事に反映されるような会社です。少なくとも、

足できる、
そのような環境を用意したいと思っています。
その

サービス先端企業をこれからも実現し続けていきます。
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COOメッセージ
デジタルを活用した利便性とヒューマンな顧客接点で
お客様の豊かな生涯を金融面から支えていきます

Q

COO兼社長就任後最初の1年であった
2019年度の振り返りを聞かせてください。

スマートフォンからお申し込みができるサービスの導入を進

Eコマースの普及に伴って時間的制約や物
めてまいりました。
理的距離を超越した消費に対する対応を課題として進めてい

2019年度は中期経営計画の初年度として、
「お客様と50

た非対面・非接触という構想の実現を、
コロナ禍において一

年間を共に歩むファイナンスカンパニー」
というミッションス

さらに進化した
「SAISON
気に加速させ、2020年11月より、

テートメントの下で、法人・個人問わず、
お客様のライフサイ

CARD Digital」を本格的にスタートさせました。
「SAISON

クル・ライフステージの変化に合わせたファイナンス商品を

CARD Digital」は、お申し込みから審査・カード発行・カード

代表取締役（兼）社長執行役員COO

提供していくために数々の施策展開を始めました。
また、
クレ

利用までのすべてをスマートフォンで完結し、最短5分でカー

山下 昌宏

ジットカードのプロセシング受託事業を行っている完全子会

ド番号を発番、
物理的なフィジカルカードすら不要の即発行・

社キュービタスの経営統合を2020年4月1日付で完了し、今

即利用が可能なデジタルクレジットです。
これによりセゾン

後はシームレスな体制で高品質とスピードを意識した事業

カードをお持ちでないお客様も各種優待やサービスを、
その

展開が可能となります。
さらに、林野CEOとも相談しながら

場でご享受いただけるようになります。
これは、見方を変えれ

「指名・報酬委員
ガバナンス面での強化も図り、2019年6月に

ば、
お客様にとってのカードのご利用拠点が、
当社にとっての

会」
を設置したことに続き、取締役会をより経営・監督機能に

サービス提供拠点になり、
カードの募集拠点にもなりうるとい

「執行役員制度」
専念できる環境も整えるべく、2020年3月に

うことです。
このことは時間や距離の制約による取扱高の機

を導入、6月の定時株主総会以降は社外取締役3名を含む計

会損失を極小化できるだけでなく、
クレジットカードの発行に

9名体制の取締役会に刷新いたしました。

係るイニシャルコストの低減によって幅広いパートナーとの

業績面では、2017年秋と2018年秋に新基幹システムを順

提携を実現できます。

次リリースし、2019 年度はその償却負担から保守的に見て

国内市場は、大口提携を通じて顧客基盤の拡充を図るス

いましたが、事業そのものが順調に進捗したことに加えコス

テージはほぼ終わったと見ており、今後はこのようにきめ細

ト削減努力も奏功し、第3四半期までは増収増益を見込める

かく拠点とサービスをよりスムースに連携させると同時に

水準にありました。

カードの新規募集拠点としての顔も持ち合わせる施策を進

しかしながら、第4四半期のCOVID-19パンデミックの発

めていくことが新規会員の増加につながると考えています。

生により、万一に備えた貸倒引当金の積み増しやICチップを

こうしたDX の活用はコロナ禍を機に加速しており、生産

前倒して更新した費用増などから、事業利益は前期の522億

性向上や経費削減に向けた業務改善や新商品・新サービス

円に対し当期は361億円と、増収減益での着地となりました。

の開発、
メリハリのある資源投入を目的とした構造改革プロ
ジェクトも始動しています。

Q

コロナ禍がもたらした環境変化の中で、
どのようにビジネスを展開していきますか。

Q

アフターコロナも見据えた
事業環境認識について聞かせてください。

行動や思考は100回繰り返すと習慣になるといいますが、

7

年明けからすでに半年以上コロナ禍での生活を強いられて

国内のクレジットカード市場は、短期的には、
コロナによる

おり、元に戻ることはなかなか想定しづらいと見ています。
ク

消費低迷により大きな打撃を受けています。
しかしながら少

レジットカードはお客様の消費と密接に結びついています

し長いスパンで見ると、経済産業省が策定した
「キャッシュレ

から、百貨店の一時営業停止などによる店頭での買い物や

ス・ビジョン」において2025 年までにキャッシュレス決済率

旅行、外食、
イベントの自粛により打撃を受けた領域と、一方

40％という目標を掲げて各種施策を推進するというような追

で巣籠もり需要を背景にネット通販や動画配信、オンライン

い風もあります。諸外国を見れば、韓国やスウェーデンなど、

ゲームなど、好調に伸長した領域とで、その影響が数値にも

日本におい
キャッシュレス決済率が90％を超える国もあり、

如実に表れています。今後はウィズコロナの新常態での世の

ても40％にとどまらず、その先にかなりのポテンシャルがあ

中の動向を一早く見極めながら経営資源を投入する領域に

ると考えられます。消費増税に伴うキャッシュレス決済への

メリハリを付けていくことが重要です。

還元施策は終了しましたが、
「キャッシュレス」
という言葉そ

当社ではコロナ以前から、
デジタルチャネルの優位性に対

のものが世の中に広く浸透したことの意義は大きいと感じて

応するべく、
クレジットカードのお申し込みにお客様ご自身の

います。
コロナ禍において非接触・非対面に対するニーズも
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COOメッセージ

高まり、
また大きな流れとして消費そのものがリアルからネッ

事業間のシナジーも創出しながらお客様のニーズに合致し

トへと移行する中で、
クレジットカードや電子決済の成長ポ

たさまざまな商材を提案してまいります。

そうした事業環境の中、
お客様からの支持を得るには、
「お

Q

として、個
客様と50年間を共に歩むファイナンスカンパニー」

グローバルビジネスについては
いかがでしょうか。

人・法人ともにそれぞれのライフイベントやライフステージ、

Q

お客様のニーズがあるところにはサービス提供するべく
経営資源を投下していきますが、特に重点的に注力する領域

グローバル事業では、
これまで短期間のうちに東南アジア
さまざまな需要があることが見えています。
また、
当社が取引

を中心に9ヵ国に進出してきました。今後は、進出市場をさら

をさせていただいている数十万社の事業者様からの資金需

に増やしていくことよりも、
すでに進出した市場において
「種ま

要や決済手段、信用保証などのさまざまなニーズにもお応え

き」
から
「収穫」
期への移行を進めていきたいと考えています。

できると考えております。

ります。

良い収益基盤を有していることが望ましいと思います。

Q

ESGについては、
どのように考えていますか。

東南アジア市場では、
日本市場と類似している部分も見ら
れますが、国内で培ったノウハウがそのまま通用するとは限

当社においては事業そのものが社会課題の解決につながる

事業の成長ステージにアジャストさせたソリューションをタ

りません。例えば、長い時間をかけて固定電話からスマート

と考えております。
特にそれがわかりやすいのはグローバル事

イムリーに提供していきたいと思います。

フォンへと進化させてきた先進国とは異なり、東南アジアの

業です。東南アジアを中心に、銀行口座をもつことすらできな

中には、進化の過程をスキップしていきなりスマートフォン

その資金ニーズに対するファイナン
いUnbanked層に対して、

が普及した国も多くあります。
これまで培ってきたノウハウ

スを支援することでそうした人たちの抱える問題はもちろん、

が通用する部分と、新しいテクノロジーの活用を前提とした

ひいては東南アジア各国の繁栄への貢献にもつながると考え

グロー
事業展開を必然とする部分の2つの側面があります。

ています。

そしてグローバル領域の3つの領域です。
済のB2B領域、
域のお客様に限定したプロダクトの開発も順次進めてまい

と考えています。今回のCOVID-19のように何が起きるかわ

個人のお客様同様に法人のお客様に対しても、
それぞれの

は、女性・若年層・富裕層を中心としたB2C 領域と企業間決
女性や若年層に特化したプロダクトや、
ある一定の特殊領

まなリスクの検証を行いながら事業成長を図ることが重要だ
からない不確実性の時代において、
将来を見据え、
バランスの

お客様のニーズに合わせた商品やサービスを絶え間なく提

そのような事業環境で、
どこに経営資源を
重点的に配賦していくのですか。

つなげていく段階ですからもう少し時間が係ると思います。
ま
た、
人種や商習慣が異なるグローバル事業については、
さまざ

テンシャルは十分にあると見ています。

供し続けることが重要だと考えます。

グローバル事業は蒔いた種をこれから育てて刈り取りへと

Q

個人・法人のお客様に向けてその時々の
ステージに合わせたソリューションを
提供するうえでポイントとなるのは
どのようなことでしょうか。

また、
当社グループの3,700万人の会員様の中には富裕層

バル事業における事業展開のパターンにおいては、現地企

の面については、
キャッシュレス化に
国内におけるE（環境）

業とジョイントして事業展開していくパターンと、例えば、当

伴うペーパーレスによる資源保全の貢献、
また、豊かな森を

のお客様も多数いらっしゃいます。
これまで、富裕層に向けた

お客様との50年超にわたるお付き合いの中で、最初のタッ

社が事業資金を融資させていただき、新興国でマイクロファ

未来の子供たちへ残していくという視点で運営している赤城

サービス開発に傾注してこなかった経緯からすると、富裕層

チポイントは、個人のお客様の場合、20 歳前後にクレジット

イナンス事業を展開している五常・アンド・カンパニー㈱のよ

の側面も持ち合わせた取り組
自然園は、EだけでなくS（社会）

のお客様向けの商品やサービスの開発余地はまだ十分にあ

カードの発行を機にお取引が始まることが多いのが現状で

うな、当該市場に先に進出した日本企業やスタートアップと

みです。
また、次世代に向けた取り組みでは全国の中・高校生

ると考えています。2019年9月には㈱大和証券グループ本社

す。
そこからお客様の生涯にわたって当社はつながりを持て

ジョイントするパターンがあります。
そのようなタイアップ先

を対象に当社社員が金融教育を提供する出張授業
「SAISON

と資本業務提携契約を締結し、お客様の相互紹介や新商品

るようになります。
その間には、就職や起業、結婚、住宅、車の

様から吸収できるノウハウや知見も多く、当社単独ではなく

TEACHER」
も始めています。

の開発を進めており、両社のノウハウを融合し富裕層向けに

購入といったさまざまなライフイベントをご経験されること

最適なパートナーと連携することで市場でのプレゼンスの確

イノベーションやテクノロジーの進化は、
社会課題を解決し

特化したサービス開発も行っております。

になり、例えば、カードのお名前や住所を変更されたことに

立を図ってまいります。
コロナ禍での事業展開にはなります

たいという強い意志からも生まれますから、
当社として社会貢

よってお客様がご結婚されたことがデータによって判明いた

が、インドではインド準備銀行からライセンスを取得してデ

献に対する意識を持ち続けることを今後も大切にしていきた

します。そのお客様は近い将来、住宅や自動車の購入、ある

ジタルレンディング事業をスタートしているほか、
ベトナムで

いと思います。

いは保険の加入が必要かもしれないという予測がたち、
その

は二輪車・スマートフォン・家電の個品割賦に加えクレジット

時々で必要とされるタイミングでお客様のご要望に応えられ

カード事業を新規に立ち上げるなど、複数の進出国ですでに

る商材の的確なオファーを実現すべくプラットフォームの構

収益基盤としてのポテンシャルが見えてきております。

今後、開発したサービスを段階的にリリースさせていただ
き、
お客様の支持を確認しながら広げていく予定です。

Q

B2B領域ではどのように事業を
展開していくのでしょうか。

Q

最後にステークホルダーへ一言、
メッセージをお願いします。

築も準備しています。法人取引も同様で、例えばある法人様

9

B2B領域は、企業間の決済市場だけでもその規模は約900

とは現状リースのお取引しかない場合、資金ニーズや決済手

〜940兆円といわれており、
その大部分はいまだに電子化さ

段のお手伝いはできないかなど、過去より当社グループとど

れていません。法人向けファイナンスについても、
この大きな

のようなお取引をいただき、現在のステージにおいてどのよ

市場を今後どう取り込んでいくかが大変重要です。決済領域

うなソリューションが必要なのか。
こうした見込み需要の抽

2018年までの約10年間は新基幹システムの開発期間中

当社も劣後することなく“ハイテ
など、DXが加速しています。

においては、大企業向けのコーポレートカードも大変重要で

出や的確なタイミングでのご提案が重要だと考えています。

で、既存システムの新たな開発は凍結せざるをえませんでし

ク”を追求してまいりますが、同様に今後も人間味あふれる

すが、特に日本企業の9割超を占める中小企業（SME）は、一

ペイメント事業においては新基幹システムを構築・リリー

た。
ペイメント事業の展開が制約を受けている中、
ファイナン

“ハイタッチ”の要素も大切にしていきたいと思っています。
効

つひとつの決済規模は小さくても全体の決済ボリュームは莫

スさせ、2019年度以降は新たな提携カードや新規の業務受

ス事業を第二の柱として育成してまいりました。
今後はグロー

率化を追求するが故に無機質な関係性になりがちな中、
より

大です。
また個人として当社カードの会員になっていらっしゃ

託の獲得に向けてさまざまな提案を継続しており、いくつか

バル事業を第三の柱として成長させることで、
当面はペイメン

ヒューマンな温かみを保つことでお客様やクライアント様に

る個人事業主の方につきましても資金需要に加え、生産性向

の案件が進みつつあります。情報を一元管理し、今後もペイ

ト事業とファイナンス事業、
グローバル事業が１：１：１となる

寄り添いながらニーズを捉えたサービスと商品を提供してい

上のための経費精算やお取引先との決済の電子化支援など、

メント事業とファイナンス事業の融合によるクロスセルなど、

ような事業ポートフォリオが望ましいと考えております。

きたいと考えております。

Q

将来的な事業ポートフォリオや
収益構造のイメージを教えてください。

当社は、流通系カード会社としてマーケット・オリエンテッ
ド、
クライアント・オリエンテッドな発想で事業を展開してま
いりました。現在、
コロナ禍を機にリモートワークが浸透する
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変革と挑戦のあゆみ
月賦百貨店として創業

2003年 8月 出光興産㈱と包括提携に合意

1951年 5月 ㈱緑屋として会社設立

2004年 2月 ㈱りそなホールディングスと資本・業務提携

1968年 6月 東京証券取引所市場第一部上場

2004年 4月 ㈱高島屋と戦略的提携

1976年 3月 ㈱西武百貨店（現㈱そごう・西武）
と資本提携

2004年 8月 ㈱みずほフィナンシャルグループ、㈱みずほ銀行、
ユーシーカード㈱と戦略的業務提携*に合意
（*2019年10月に提携解消）

1980年 8月 ㈱緑屋から㈱西武クレジットに社名変更

第2の創業 クレジットカード会社への転換
1982年 8月 年会費無料「西武カード」発行

2014年 5月 シンガポールにおいて海外事業開発・統括管理会社の
「Credit Saison Asia Paciﬁc Pte. Ltd.」設立
2014年 7月 スマートフォンアプリ
「セゾンPortal」
「UC Portal」
の提供開始
2014年 9月 当社およびセゾン投信㈱、
日本郵便㈱と資本・業務提携

2006年 1月 ユーシーカード㈱（UC会員事業会社）
と合併

2015年 5月 ベトナムにおいてHD Bankと資本業務提携
設立
「HD SAISON Finance Company Ltd.」
2015年 6月 国内カード業界初コーポレート・ベンチャーキャピタル

2006年 7月 ㈱静岡銀行と事業提携を締結

セゾンカードカウンターの全国展開開始

2013年 1月 「セゾンの資産形成ローン」取り扱い開始

2005年 4月 クレジットセンター「Ubiquitous（ユビキタス）」稼動

2006年 6月 ㈱ヤマダ電機と包括提携

即与信、
即発行の開始

2011年 7月 海外専用プリペイドカード
（ネオ・マネー）
」
を発行
「NEO MONEY

「㈱セゾン・ベンチャーズ」設立

2006年 10月 オンラインショッピングモール「永久不滅.com」

1983年 3月 「西武カード」を名称変更し
「セゾンカード」
が誕生

2015年 9月 インドネシアにおいてファイナンス事業会社
「PT. Saison Modern Finance」設立

2006年 11月 大和ハウス工業㈱と合弁会社設立

1985年 5月 信用保証事業開始

2016年 12月 永久不滅ポイントで投資を体験できる

2007年 3月 ㈱山口フィナンシャルグループと包括提携に合意

1988年 7月 VISAおよびMastercardとのインターナショナルカード発行

2007年 10月 業界初の総合プロセシングサービス会社
㈱キュービタス設立（2020年4月に吸収合併）

リース事業開始

（現セゾンポイントモール）運営開始

1989年 10月 ㈱クレディセゾンに社名変更

1991年 1月 アフィニティ
（提携）
カード事業開始

1997年 10月 「セゾン・アメリカン・エキスプレス®・カード」発行

2017年 9月 社員区分を撤廃、雇用期間を無期化

2010年 3月 ㈱セブン&アイ・フィナンシャルグループと

2017年 12月 Grab Holdings Inc.と資本業務提携
「Grab Financial Services Asia Inc.」設立

2010年 4月 「赤城自然園」運営開始

2018年 6月 インドにおいて
（India）
Private Limited」
「Kisetsu Saison Finance

包括的業務提携で基本合意

1995年 6月 JCBとのインターナショナルカード発行

2017年 7月 「セゾンの家賃保証 Rent Quick」取り扱い開始
「全社員共通人事制度」導入

2009年 3月 「フラット35」取り扱い開始

1990年 4月 日本初のサインレス決済導入

「ポイント運用サービス」
を提供開始

を設立

2002年 2月 有効期限のない「永久不滅ポイント」開始

2018年 11月 タイにおいてサイアム・セメント・グループ、

2019年 4月 「渋川市と赤城自然園との連携協力に関する協定」締結
2019年 6月 「指名・報酬委員会」設置
海外版ベンチャーキャピタル
「Saison Capital Pte. Ltd.」設立

2019年 9月 ㈱大和証券グループ本社と資本業務提携
2019年 11月 スマートフォンでの即時入会・即時利用
「セゾンカードレス決済」開始

スマートフォン証券サービス
「セゾンポケット」
提供開始

2019年 12月 「セゾンコバルト・ビジネス・
募集開始
アメリカン・エキスプレス®・カード」
2020年 3月 「執行役員制度」導入
金融教育プログラム
「出張授業〜SAISON TEACHER〜」提供開始

2020年 10月 「セゾンのふるさと納税」提供開始
2020年 11月 「大和証券セゾンプラチナ・
募集開始
アメリカン・エキスプレス®・カード」
スマホ完結型新決済サービス
提供開始
「SAISON CARD Digital」
「セゾンローズゴールド・
アメリカン・エキスプレス®・カード」
募集開始

2020年 12月 「セゾンゲーミングカード」発行開始
シンガポール子会社における
インパクト投資事業の開始

三井物産と提携、
「SIAM SAISON Co., Ltd.」設立に合意

2000年代初頭〜2010年

創業〜2000年代初頭

2019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転換

新たな価値創造へ挑戦

1951年5月、商品を月賦で販売する月賦百貨店㈱緑屋と

クレジットカード業界の再編活発化に伴い、2002年以降、

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

Neo Finance Company in Asiaを経営ビジョンとする中

して設立。
70年代の経営悪化により西武流通グループ（後

流通系、金融系、信販系などとの戦略的提携を積極化、
カー

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

期計画を推進。個人と法人のライフサイクルをカバーするソ

にセゾングループ）に入り、第 2 創業期を迎えクレジット

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

ション経営を推進。同時にグローバル事業を将来の収益基

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

カード会社への業態転換を経て、1980 年に㈱西武クレ

に、
カードの付加価値を向上させる取り組みを推進。2006

盤として位置付け、ASEANを中心として各国に即したリ

むファイナンスカンパニーに挑戦。①ペイメント事業におけ

ジットに社名を変更。以降、業界のタブーを打ち破る即与

年にはユーシーカード㈱（UC会員事業会社）
と合併。
カード

テール金融ビジネスに参入。
さらにこれらの商品・サービス

る成長戦略と構造改革、②デジタルイノベーションと新規

信、即発行、
サインレス決済、永久不滅ポイントなど、顧客

事業で培った経営資源を最大活用し、
リース、信用保証、

を武器に、法人・個人を顧客化する複合営業体制を確立。変

ビジネスの創造、③リース事業やファイナンス事業のさらな

本位のサービスを次々にリリースし、2002年に年間カー

ファイナンス関連など各事業を強化したほか、業界初の

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

る拡大、④将来を見据えたグローバル事業の収益基盤の拡

ド発行枚数、年間カード稼働枚数、年間カード取扱高など

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

資金ニーズを取り込み、国内・アジアのあらゆる個人・法人

大とグループシナジーの発揮で、総合ノンバンクとしての持

4指標で業界首位を達成しました。

てフィービジネスの拡大に取り組みました。

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。

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
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2011年〜

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
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VISION

クレディセゾンの価値創造プロセス

今よりもっと便利で豊かな
持続可能な社会づくりへの貢献

価値の源泉

社会・環境課題

市場環境

多様な人材

気候変動

キャッシュレス化の進展

人口構成など社会構造の変化

人生100年時代に向けた
資産形成ニーズの拡大

全社員共通人事制度

（アルバイト以外は賃金・処遇を統一）

クレジット・ファイナンスなどに
精通したプロフェッショナルな人材

デジタル化

アジアにおける
金融ニーズの拡大

格差社会の進展

強い組織／財務成果
株主

個人会員の
豊かな生活のための
サービス提供
お客様

内）女性

2,981名 2,169名

力
信

独立系ノンバンクを活かした
サービス・ソリューション開発力

信用格付

R&I A+

（1996年10月以降24年間継続）

ファイナンス・
プラットフォーム

多

独立系ノンバンク
最上位クラスの信用力

盤

豊 かな

顧客基盤

）
（個人
・法 人・海 外

営業基盤

ペイメントビジネス

資産運用ビジネス

総会員数（連結） 提携カード発行先

3,700万人

国内

10 支社

約

200社

海外

9ヵ国

コーポレートカード・
法人カード発行先

50,000 社超
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配当性向

ステークホルダー
との価値共創

ファイナンスビジネス

ダイバーシティの推進
女性社員比率 女性管理職比率

72.8%

有給休暇取得日数/率

15日 82.5%

社員

新サービス・ソリューション開発を
はじめとする
リリース・トピックス年間件数

グローバルビジネス

行政機関

企業価値創造を支える仕組み
中期経営計画

財務・資本政策

お客様と50年間を共に歩む
ファイナンスカンパニーへの挑戦

最適な資本配分による
リスクキャピタルマネジメント

ESG経営
指名・報酬委員会の設置
経営監視機能の強化

ダイバーシティの実現
ダイバーシティ推進による
会社と社員のエンゲージメント向上

21.0%

持続性のある職場環境の整備

約

コーポレート・ガバナンスの強化

31.4 %

お取引先

デジタルマーケティング

業界トップクラスの
会員規模・顧客層
日本全国・ASEANを中心とした
営業ネットワーク

総還元性向

ソリューションビジネス

クレディセゾンの

基
ティ
ュリ
盤石なセキ

健全な財務基盤

3分の1

社会価値

６つの事業ドメイン

多彩な
決済
ス

ム
ー
キ

創業70年で培った与信ノウハウ

与

ノウハウと
イノベーション力

158 回

75.1%

クレディセゾンのビジネスモデル

様
なフ
機能 ァイナンス
の提
供

社員数

約

株主・投資家との
独立性
対話件数
（社外取締役比率）

50 件

環境価値
法人に対する
ビジネスソリューション
の提供

地域社会

赤城自然園運営による
環境保全活動
セゾンカウンターの
デジタル化による
紙消費量の削減
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VISION

目指すビジョンと戦略
変革と再成長

中期経営計画
2019-2021年度

詳細は次のページへ

中長期経営VISION

Neo Finance
Company in Asia

基盤構築

前中期経営計画
2016 -2018年度
基本方針

〜 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
数値目標
連結経常利益 2018年度
施策

経営基本方針

（日本基準）

1 カードビジネスのモデル・チェンジへの挑戦
2 オープンイノベーションによる提携戦略
3 ファイナンスビジネスを中核とした多角的提携
4 広範なアジアエリアでの多様な事業展開

2016年度以前の取り組み
2015年度

600億円

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

成果
連結経常利益 2018年度

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

541億円

（日本基準）

連結経常利益 2015年度

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

ノンバンク化の加速、
アジア戦略具体化により
連結イシュアーNo.1化、

収益源のマルチ・コア体制の確立
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438億円

（日本基準）

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：9ヵ国
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VISION

中期経営計画
（2019-2021年度）
の概要
お客様のQOL向上に貢献するための6つの事業ドメイン
中期経営VISION

Neo Finance Company in Asia

ペイメントビジネス

資産運用

お客様と50年間を共に歩むファイナンスカンパニーへ

各種ローン
保証
資金調達
仕入

●

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

リボ・分割
キャッシング

経費精算
業務効率化

数値目標

高
ローン残

高
ング取扱
ショッピ

ーン残高
住宅系ロ

保険収入

品残高
リボ・個

決済

ソリューションビジネス
Solution

残高
投資信託

保険

保証残高

広告収入
益
フィー収

ド
レコメン
に応じた
ト
ン
ベ
ライフイ

福利厚生

当社への帰属度合い
︵ファン化︶

送金

〜お金に関する
「安心」
と
「なるほど」
を〜

Finance

不動産
取引

借入

MISSION STATEMENT

ファイナンスビジネス

住宅購入
賃貸

ショッピング

Payment

リフォーム

貯蓄

投資
資産運用

資産運用ビジネス
Investment

相続

連結事業利益（≒連結経常利益）

グローバルビジネス

2019年度（連結事業利益目標：425億円）をボトムとし、再度成長軌道を描く3ヵ年へ
2018年度

522億円
（IFRS）

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）

Global

2021年度

600億円

デジタルマーケティング
Digital Marketing

1人のお客様（個人・法人）に
多様なマネーサービス

ビジネス横断的な顧客軸の
クロスセルによる金融商品の拡販

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

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

提供し、
決済サービスを通じて顧客基盤を拡大

国内のノウハウを活かした金融サービスを展開

（IFRS）

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

ペイメント事業の成長戦略と構造改革

ペイメント事業

1 ショッピング取扱高の拡大〈BtoC領域〉
2 ショッピング取扱高の拡大〈BtoB領域〉

ペイメントビジネス／ソリューションビジネス

3 ショッピングリボ・キャッシングビジネスの拡大
4 新規ビジネスの創造とデジタルマーケティングの強化

資産運用ビジネス／デジタルマーケティング

ノンバンクとしてファイナンス事業のさらなる拡大
1 提携先とのリレーション強化 と 新規アライアンス強化

リース＆ファイナンス事業
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（IFRS）

（日本基準）

522億円

345億円

2021年度事業利益
（IFRS）
イメージ

600億円

ファイナンスビジネス

将来を見据えたグローバル事業の収益基盤拡大
「種まき」
から
「収穫」
期への移行
1 進出国事業における

2018年度事業利益

2008年度営業利益

グローバル事業
グローバルビジネス

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
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