
本日は大変お忙しい中、MARUI IR DAYにお越しいただきまして、

誠にありがとうございます。

当社では決算説明会の補完として、年に２回のＩＲ ＤＡＹを開催して

おります。



本日は、セグメントごとの事業戦略につきまして、それぞれの責任者より

詳しくご説明させていただきます。

また、併せてサステナビリティ経営につきましても、ご説明させて

いただきます。



それでは、丸井グループのサステナビリティ経営につきまして、

ご説明申し上げます。

サステナビリティの取り組みは、広範に及びますので、IR DAY等の機会を

通じて、今後ひとつずつご説明させていただきたいと思います。

本日は、「その１」としまして、気候変動の問題を中心に、

当社のグリーン・ビジネスについてご説明申し上げます。



当社はこれまで、環境負荷の低減に向けて、温室効果ガスの削減や、

カーボン・フットプリント、それらを進めるためのグリーン・ボンドの発行、

ＣＳＲ調達や廃棄物削減など、様々な取り組みをおこなってまいりました。



その結果、様々な機関から高い評価をいただくことができました。

例えば、ＣＤＰでは、日本の小売業で初めてAランクの評価をいただいて

おります。



こうした取り組みをさらに進めるため、今年の２月には、長期ビジョンと

長期目標を設定し、「ビジョン２０５０」を公表しました。

本日ご説明する「グリーン・ビジネス」は、当社のサステナビリティ経営の

３つのビジネスのうち、「世代間をつなぐビジネス」の中心となるものです。



そのステークホルダーは、勿論すべてのステークホルダーですが、

中でも重要なのが、「将来世代」です。

では、「将来世代」とは、どのような人たちでしょうか？



それは、例えばこちらの方です。

ちなみに、こちらの女性をご存知の方、いらっしゃいますでしょうか？

グレタ・トゥーンベリさんです。

グレタさんの「私たちの家は火事です」というスピーチは、

世界中の若者たちの共感を呼び、その呼びかけに応じた高校生たちが、

今や、世界中でFRIDAY for FUTUREというデモを繰り広げています。



その波紋は日本にも及んでいます。

そして、素晴らしいのは、大人たちもまた、こうした呼びかけに

耳を傾けていることです。

ダボス会議はグレタさんを招いて、大人たちが話を聞きました。

また、イギリスの議会もグレタさんを招いて彼女の話を聞いています。

こうしたムーブメントを受けて、私たちも、将来世代の若者たちと共に、

グリーン・ビジネスに取り組んでいきたいと思います。



そこで、気候変動をめぐる状況です。

２０１５年のパリ協定では、このままのペースで気温上昇が続くと、

今世紀末までに、気温は産業革命以前から４℃以上上昇し、

海水面の上昇や、食糧不足、生態系の破壊などによって、人類の生存が

脅かされる、という認識のもと、気温上昇を２℃以下に抑える、という

目標が示されました。

しかし、昨年末のCOP２４では、気温上昇のペースが想定以上の

スピードで進んでおり、このままだと今世紀半ばにはプラス４℃近くに

なってしまうという危機感から、目標を２℃以下から１．５℃以下に

抑えようという機運が高まっております。

従って、私たちも１．５℃以下の世界を目指して、取り組みを進めて

まいります。



丸井グループの気候変動への取り組みです。



まず、背景からご説明します。

当社の環境コストにおいては、電力の占める割合が約６割と最も大きく、

いわゆる「電気代」は実に３０億円にも達しています。

また、ＣＯ２排出量の約８割が電力に由来しています。

何故このようになっているかというと、私たちの運営する店舗は、

照明や空調に加え、近年拡大している飲食の売場におきましては、

調理や冷蔵などが必要になってくることから、電力使用量がかさみます。

一般的に、店舗の単位面積当たりの電力使用量は工場の２倍とも

いわれております。



そこで、電力への取り組みです。

これまでは、電力使用の効率化などを通じて、電力使用量の削減に

取り組んできました。

しかし、一方で、お客さまからは飲食カテゴリーの拡充を望む声が強く、

ご要望にお応えして飲食の拡大を続けていくと、電力使用量は減少する

どころか、むしろ増えてしまう可能性もあるため、より抜本的な対応を

迫られることになりました。

それが、ＲＥ１００です。

私たちは、２０３０年度までに使用する電力を１００％再生エネルギーに

切り替えるという目標を掲げ、昨年度から取り組みを始めました。

最も意欲的な目標が、今年度の再エネ使用率２０％の達成です。

１年間で１９％増やさなくてはならないので、大変なチャレンジですが、

電力調達の担当者は意欲的に取り組んでくれています。

そして、２０２０年度からは、電力小売事業者に登録することで、

再エネ電力の直接仕入れをおこない、調達量の確保と、中間コストの削減を

おこなってまいります。



併せて、大型蓄電池の導入も進めてまいります。

これにより、電力使用の昼夜の波動を平準化することで、再エネコストの

低減を図ります。



一方、新たなビジネスとして、昨年、資本・業務提携したみんな電力さま

との協業を進めてまいります。

私たちが再エネを使用するだけでなく、私たちのお客さまの中にも

再エネを使いたいという方がいらっしゃいますので、こうしたお客さまに、

再エネへの切り替えをお勧めしてまいります。

６８８万人のエポスカード会員をみんな電力さまにご紹介し、

月々の電気代をエポスカードでお支払いいただくというスキームです。

お客さまにとっては、電気代の支払いを通じて、毎月エポスカードの

ポイントが貯まるというメリットもございます。



エポスカード会員へのアンケートでは、約６割の方が今後、

「再生エネルギーに切り替えたい」という意向をお持ちですので、

チャンスは十分にあると考えております。



以上を踏まえて、グリーンビジネスのリスクと機会をＴＣＦＤに準拠して

試算してみたのがこちらです。

１．５℃以下、というシナリオでの、グリーンビジネスの財務的なリスクと

機会は、それぞれ３０億円と４５億円です。

ここでご注目いただきたいのが、機会がリスクを上回っている、という

点です。



算出の仕方につきまして、ご説明申し上げます。

まず、リスクにつきましては、気候変動シナリオから、将来のコストを

予測し、財務影響を算出しております。

まず、再エネへの切り替えに伴うコスト増です。

こちらは、現状の再エネ価格をベースに、１ｋｗｈ当たり最大で４円の

コスト増を見込み、総額で約８億円となります。

もう一つは、炭素税です。

国際エネルギー機構の炭素税に関するシナリオから予測しております。

ＣＯ２ １トンあたり２万円まで上昇した場合、その影響額は２２億円

となります。



次に、機会の財務的影響です。

エポスカード会員への、再エネへの切り替えのお勧めを通じて、

リカーリングのご利用者の増加が見込まれます。

リカーリングのご利用が増えますと、ゴールド会員の増加につながり、

ゴールド会員が増えるとカードのＬＴＶが増えますので、これによる

増益効果が約２０億円。

一方、１００％再エネへの切り替えにより炭素税が非課税になりますので、

これによるコストの減少が約２２億円。

また電力小売事業への参入によるコスト削減が約３億円ほど

見込まれます。



このように、社会、環境などの課題に取り組もうとすると、

必ずリスクと機会が同時に発生します。

主にリスクに注目して、そのコストをどうやって捻出するか、

あるいは抑制するか、というアプローチがＣＳＲだとすると、

当社のサステナビリティ経営では、リスクだけでなく機会に注目し、

新たなビジネスを創出することで、収益の向上を実現し、

リスクの低減と併せて企業価値の向上を目指してまいります。



このように、私たちはサステナビリティ経営を通じて、社会課題の解決と

コスト増という典型的な二項対立を乗り越え、ビジョンを実現して

まいりたいと考えております。



説明は以上です。

ご清聴ありがとうございました。





今期より小売セグメントを担当しています、丸井の青木でございます。

よろしくお願い申し上げます。



それでは、小売セグメントの進捗状況につきまして、私と瓦から、

ご説明申し上げます。



最初に、決算のダイジェストです。

営業利益は前年差プラス２６億円の１１４億円と、２期連続で増加、

ＳＣ・定借化は着実に進捗し、定借化率が１０６％に拡大、

店舗の入店客数は、過去最高の２．１億人、

ＥＣは、４期連続の増収となっております。



ＲＯＩＣは前年差プラス１％の３．８％、総取扱高も前年比１０３％と伸長、

３３７０億円となっております。



営業利益増加、２６億円の内訳ですが、ＳＣ・定借化による収益改善で

２３億円、ＥＣで４億円となっております。



そのＳＣ・定借化ですが、定借化率の拡大により利益の改善額は着実に伸長、

２０１９年３月期には、定借化率１０６％を達成いたしました。



ここで、定借化完了に伴なう、店舗の人員数について、お話をさせて

いただきます。

定借化が始まる前の２０１４年３月期末において、店舗の人員数は

３５５０人でした。

その後、店舗の定借化や専門店事業の効率化を進めたわけですが、

５年後の昨年度末では、人員数は１９５０人、約半分、１６００人の減少

となっています。

１６００人の内訳ですが、拡大基調にあるフィンテックへ７７０人が異動、

アニメやシェアリングなど新規事業へ１００人、ＩＴ人材投資へ３０人、

残り７００人は、定年退職などの自然減となっています。

結果、店舗事業の利益も、大きく改善したのですが、定借化も完了し、

専門店事業も筋肉質で効率的な運営になった現在、

小売セグメントの人材は既存領域に加え、新たな事業領域でも

活躍する段階に入ったと考えています。



では、その新たな事業領域とは何か？

今後は、既存の自主専門店事業の「反転攻勢」に加え、これまで

自主専門店事業で培ってきた店舗運営や接客ノウハウ等を活かし、

アニメやシェアリング、各種イベントなど、新しい「自主運営売場」を

拡大していきます。

実際、アニメ事業は、この３年間で、取扱高１２億円から７５億円へと６倍、

社員数も４名から５７名、１４倍に拡大しています。

また、店内のイベントでは、スペースを１、２週間の短い期間、

かつ１坪からという、小さな単位で小分けすることで、出来上がりの

坪効率は、通常の数倍にものぼっています。

接客に長けた丸井グループ社員が運営することで、実際の取扱高や

エポスカードの発行が伸びることもわかっており、丸井の小売ノウハウ、

ＤＮＡを活かした、こうした自主運営売場の取り組みを、今後も拡大して

いきたいと考えています。



次に、今後の店舗戦略について、ご説明します。



定借化後の、利益改善ですが、二つの戦略がございます。

一つ目は、「バリューアップ」。

二つ目は、「差別化戦略」です。



まず、ひとつめの戦略、「バリューアップの推進」です。

定借化は完了しましたが、ＮＯＩ利回りは都心店、郊外店ともに、

ハードルレートを下回っております。

この改善余地が、８億円あります。

今後、新規テナントの入替え時や、毎年１万坪ほど発生する既存テナント

契約更新時に、プラス８億円以上の利益改善を見込んでまいります。



二つ目は、百貨店やＳＣとの差別化戦略、

「デジタル・ネイティブ・ストア」への進化です。

これまでの、店舗が主体で、リアルとデジタルが分離した、

ビフォアデジタルの店から、デジタルとリアルの主従が逆転した、

アフターデジタルの店舗へと進化してまいります。

狙いや効果については、後ほど詳しくご説明しますが、まず実際に、

デジタル・ネイティブのお取引先さまと手を携えた事例を、

３社、ご紹介します。



はじめに、オーダースーツのＤ２Ｃブランド、ＦＡＢＲＩＣ ＴＯＫＹＯさまです。

店舗で採寸し、ＥＣで注文するスキームのお取引先さまです。

店舗の賃料以外にも、ＥＣ上でのエポスカード利用等、グループ全体への

収益が見込めることから、今回、資本業務提携契約を締結し、

マルイへの出店や、提携カードなどを推進してまいります。



また、新宿マルイアネックスには、ペンタブレットで世界シェアNo. 1の

Ｗａｃｏｍさまに、ご出店いただいています。

このストアでは商品在庫を一切持たず、お客さまに、「体験だけ」

していただいております。

売上も好調で、従前のＥＣ客単価より、体験ストア経由の客単価が、

より高くなる傾向にあります。

ストアを受託運営している丸井グループの社員も、自主専門店を経験した

スタッフでございます。



事例の最後は、リユースホビーのＥＣで日本一の駿河屋さまです。

昨年４月、新宿マルイアネックスにご出店いただいたところ、

自社のＥＣや他の商業施設ではありえないほどの高い女性客構成となり、

取扱高・客数とも駿河屋さまナンバーワン店舗となっています。

駿河屋さまにとっては、マルイ店舗が、新しいお客さまの獲得に

大きく貢献する、重要なタッチポイントとなっています。

ではなぜ、こういった先進的なデジタル・ネイティブのお取引先さまが、

丸井のリアル店舗に魅力を感じていただけるのか、ご説明をいたします。



現状のリアル店舗、これまでの、百貨店型・ＳＣ型のビジネスモデルでは、店舗の売上と、

デジタル、ＥＣが完全に分離し、お取引先さまは、店舗にご来店いただいたお客さまの

「売上だけ」を目安に、賃料の妥当性を判断されてきました。

そうすると、お取引先さまが見る、店舗の価値とは、その場の売上だけで、賃料も

どうしてもそれに見合ったものだけになります。

ただ、これからのデジタル・ネイティブ・ストアは、先ほどのＦＡＢＲＩＣ ＴＯＫＹＯさまや

Ｗａｃｏｍさまのように、店舗での体験やコミュニティが、デジタルでの売上を拡大する

「ブースター」「触媒」となっていきます。

そして、これまでは、店舗やＥＣで一度買ったら終わりだったものを、リアル店舗での

体験やコミュニティが、エンゲージメントを高め、中長期の長いお付き合いとなることで、

高いＬＴＶを獲得します。

つまりお取引先さまから見ると、これまでは、店舗の売上と短い時間軸だけで丸井への

賃料をシビアに考えなければいけなかったところを、ＥＣの売上、かつ中長期的な時間軸、

ＬＴＶの視点で、賃料の水準を柔軟に考えることができます。

今後は、こういった、デジタル上での売上やエンゲージメントを含めた、中長期の

お取引先さまメリットを提供するのが、私たち商業施設としてのミッションであり、

未来のマルイの店づくりだと考えています。

そして、このお取引先さまメリット、ＬＴＶ中心のビジネスモデルを提供できるのは、

私たち丸井グループだけの、独自の提供価値だと考えております。



では次に、どこに丸井グループの独自性、付加価値があるかについて、

ご説明いたします。

こちらにありますように、Ｄ２Ｃ企業を始めとしたデジタル・ネイティブの

お取引先さまは、すべての「購買行動」をデータ化しています。

その収益構造を分解しますと、トラフィック、成約率、客単価、継続率、

この４つに因数分解されます。

「オンライン」企業であるデジタル・ネイティブのお取引先さまは、

新規顧客の獲得やエンゲージメントの向上を図ることで、デジタル売上と

中長期的なＬＴＶの最大化を目的とされています。

そこには、丸井の持つ、過去最高２．１億人の入店客に加え、 ６８８万人の

エポスカード会員、またマルイ社員による売場運営の受託が、顧客との

タッチポイント拡大やエンゲージメント向上に向けての、大きな差別化ポイント

になります。

結果、お取引先さま側のＬＴＶが上がり、賃料などの丸井グループの収益も

上がっていきます。

この丸井グループ独自の付加価値提供が、マルイ・モディ店舗の不動産価値を

向上させると考えております。

以上が、中長期的に館全体のハードルレートを引き上げる考え方の方向性です。



この店舗戦略、新しい店づくりにともない、

今後はまず、Ｄ２Ｃや体験・コンテンツ、シェアリング、飲食、サービスなど、

新たな価値を提供するテナントの構成を、大きく拡大します。

その中で、先ほど申し上げた、核となるデジタル・ネイティブ・ストアの構成を、

全体の２５％にまで高め、その客数や波及効果で、丸井やモディの

「館全体」を、デジタル化していく計画です。



ここからはＥＣの進捗について、私、瓦よりご説明いたします。



ＥＣの売上高は５％増の２４２億円、４期連続の増収となりました。

取り組み内容といたしまして、１つ目にお取引さまとの在庫情報の共有による

品揃えの拡充、２つ目にＫＤＤＩさまなどの外部サイトの拡大、

３つ目に店舗を活用した、クリック＆コレクトの推進があげられます。



この店舗を活用したクリック＆コレクトを全店舗で実施した結果、

受取りは１０人に１人、返品は５人に１人が店舗を利用してくださり、

お客さまの利便性が向上するとともに、利益面では配送コストの削減や

来店時のついで買い、環境面ではＣＯ２の排出の削減という

三方よしとなっております。



次にＥＣ拡大に向けた今後の取り組みについてご説明します。

まず、１つ目は、「カテゴリーの拡大」です。

現状は、アパレルやファッション雑貨が中心ですが、今後はニーズが高く、

購入頻度の高いコスメやスポーツ関連をさらに開発し、取扱ブランド数も

増やしてまいります。



２つ目は、「サイズマッチングの進化」です。

現状はお客さまの主観に合う服と服のサイズ比較をＥＣのみで

行っておりますが、今後は店舗での購入データとも連携し、

そのデータをベースに、おすすめサイズ表示やフィット感が近い商品の

検索機能を付加してまいります。



３つめは、「ＰＢのＥＣ軸への転換」です。

お客さまとの共創によるＰＢはインスタグラムなどのＳＮＳで

共感コミュニケーションを拡大し、店舗はスタッフがサポートしながらの

「試着」や「ＥＣ購入の体験の場」としてまいります。

今後はさらにデジタル主体でＬＴＶを拡大してまいります。

以上の取り組みを進め、今期につきましては、ＥＣ売上高２ケタ伸長を

目指してまいります。



最後に利益の見通しです。



定借化・ＥＣの改善により、利益改営業利益は１４％増の１３０億円、

１６億円増益の見通しです。

増益の内訳は定借化収益改善でプラス１０億円、ＥＣ収益改善で

プラス５億円、プラットフォーム事業でプラス１億円となっております。

小売セグメントからの説明は以上となります。

ご清聴ありがとうございました。







今期よりフィンテックセグメントを担当しております津田でございます。

前半は私、後半は社長の斎藤よりご説明いたします。

よろしくお願いいたします。



本日の内容はご覧の通りでございます。



まず決算ダイジェストです。

営業利益は３５０億円で７期連続の増益、ＲＯＩＣは当初中計目標の

４．１％を２年前倒しで達成することができました。

取扱高は、引続きショッピングと家賃保証が高伸長し、初めて２兆円を

突破いたしました。

新規カード会員も８０万人を超えることができました。



数値実績です。

前期は、営業利益の拡大と債権流動化による投下資本の効率化で、

ＲＯＩＣは４．２％と０．３％上昇し、計画を達成いたしました。

営業利益は、取扱高の拡大等により３６億円の増益、特殊要因を除いた

営業利益も３１億円の増益になりました。



中期経営計画の進捗状況につきまして、こちらの内容でご説明させて

頂きます。



まずショッピング取扱高の状況でございます。

ゴールド・プラチナのプレミアムカードが直近５年間で２６％増と

大きく伸長し、ショッピングの取扱高は１兆８８００億円と順調に

拡大しております。



続きまして昨年注目を集めました、スマホ決済の状況です。

スマホ決済は裏にクレジットカードが紐づいており、取扱高は２７５億円、

２．３倍と伸長しました。

しかしながら、ショッピング取扱高に占める割合は１．５％に留まっており、

話題のＱＲコード決済につきましても、３１億円でシェアは０．２％という

状況です。



ショッピングリボ・分割の状況です。

２０１６年３月から分割のご利用が可能な加盟店を拡大し、一昨年から

お買物の後から分割変更できるサービスを相次いで導入いたしました。

この取り組みの結果分割払いが大きく拡大し、リボ・分割を合わせた

取扱高は直近２５％増と高伸長しております。



この結果、分割とリボの残高でございますが、分割強化前と比較しますと

トータルの残高で１．６倍、中でも分割は５．１倍と大きく伸長いたしました。

売上収益につきましても、１．６倍と伸長しております。

また、分割を強化することで分かってきたことがいくつかございます。

まず、リボ払いにハードルの高さを感じていらっしゃるお客さまが、

新たに分割をご利用いただいており、新規のご利用客が拡大いたしました。

そして、分割は返済期間が短く、計画的が立てやすいという側面があり、

ご利用金額と回数が増え、取扱高が拡大し、結果として加盟店手数料が

増加いたしました。

又、相対的に貸倒比率の低い分割残高の構成が上がったことにより、

貸倒費用が抑制され、資本効率が向上いたしました。

結果ＲＯＩＣ向上に寄与し、前期は４．２％と、当初の中計目標を２年前倒しで

達成することができました。



新規カードの状況です。

課題であった新規カードですが、前期は８０万人を突破することが

できました。

特に拡大したのが、ネット入会とサービス分野でございます。

店舗・商業施設は安定して５０万人台を維持しております。



全国展開の状況です。

提携施設やネットの拡大によりまして、商圏内外ともにカードホルダー

シェアが上昇し、順調に拡大しております。

ただし、地図にあります通り、提携施設のある地域でのシェア率は

高まっておりますが、北陸、中国、四国地方は空白地帯であり、

今後このエリアの会員拡大につとめてまいりたいと考えております。



利用客数と利用率の状況です。

今後は利用客数と利用率を重視した取り組みを推進し、さらに効率的に

事業を拡大してまいります。

利用客数と利用率の推移ですが、利用客数は少しずつ拡大している

ものの、利用率に関しましては６０％台で横ばいで推移しており、

これが課題だと認識しております。

会員別の利用率を見てみますと、一般ＶＩＳＡカードの方が会員の多くを

占めておりますが、この方々の利用率が５０％台と低い水準であり、

総体の利用率が頭打ちになっている要因です。

よって、今後は会員数・カード枚数重視からＬＴＶ重視へ、運営を大きく

シフトしてまいりたいと考えております。

併せまして、家賃・リカーリング・ＥＣ等の取組み強化でゴールド化率を

向上させてまいります。

具体的な施策につきましては、後半でご説明いたします。

今後は、この２つの戦略で利用客数と利用率をさらに高めてまいります。



利息返還の状況です。

前期は利息返還額は４５億円、前年比８３％と減少しました。

しかしながら、先行指標である受入高が９９％と前年並みに推移したため、

来期以降の損失に備えるため、２０１９年３月期、３３億円を繰り入れまして

積み増し致しました。

その結果、期末の引当金残高は４９億円となっております。



続きまして、債権流動化の状況です。

前期の流動化オフバランス額は約１２００億円で、営業債権比１７％でした。

引続き、最適資本構成に向けて、将来的には営業債権の２５％程度まで、

段階的に流動化を実施する予定でございます。

私からは以上でございます。



斎藤です。どうぞよろしくお願いいたします。

私からは、家計シェア最大化の取り組みについてご説明させて

いただきます。



まず、先般の決算説明会でご説明した家計シェア最大化の戦略です。

フィンテックでは、家計全体において独自の金融決済サービスを提供し、

シェアを高めるとともに、ファミリーゴールドによる家族全員の会員化

により、家計シェアの最大化を進めてまいります。



現在カード会員の家計における決済シェアは平均１２％となっておりますが、

一般カードの５％に対して、ゴールドカードは１７％、プラチナカードは

４１％まで急上昇しています。

さらに、最も取扱高の大きいゴールド会員の家計シェアを見てみますと、

平均は１７％でございますが、１０％未満の低いシェアの会員が、全体の

４割を占めているということで、今後十分まだ拡大の余地があると

考えております。



次に、この家計のシェアの低い世帯と高い世帯を比較してみますと、

家計シェアの高い世帯では、家賃やリカーリングがカードで決済されている

ことがわかってまいりました。

この家賃やリカーリングは継続利用につながり、その後のゴールド化率や

カードのＬＴＶが未利用客に比べて非常に高く、メインカード化が着実に

進んでおります。

このメインカード化により食費や娯楽といった現金支出の領域においても、

カード決済が進むことで家計における決済シェアがさらに高まる結果と

なっております。

従って、家計シェアの拡大には、家賃など図の右側の戦略、ここが非常に

重要になってくると考えております。



そこでまず、家賃保証の取り組みから説明させていただきます。

家賃保証のマーケットは２０２０年度の民法改正を受けまして賃貸戸数で

９６０万戸、家賃の総額では１１兆円規模まで拡大しております。

また、家賃保証の業界につきましては、専業信販系のカード会社を中心に

大小合わせて約２５０社が参入しておりますが、大手でも売上高が

１００億円程度という状況でございます。

また、マーケット追い風の中で直近では流通系クレジットカード会社の

大手の新規参入や、外国人向けの対応など、さらに競争が激しくなることが

予想されております。



このような環境の中で、当社は独自のビジネスモデルで、これまで事業を

成長させてまいりました。

当社の事業の強みに関しては、最大の特徴である「家賃でポイントが付く

サービス」に加えて、「カード事業とのジョイントによる効率運営」や、

「取引先のニーズに対応したシステム力」、そして「丸井グループの

財務力を生かした高い信頼性」にあると考えております。

また外国人向けのサービスについても、昨年ＧＴＮ社との協業により

先行することができております。

これらの強みを生かすことで、直近５年間では、年率３０％以上の成長を

実現するとともに、売上収益１００億円以上が視野に入ってまいりました。



今後は更なる成長に向けまして先般提携をいたしました住友林業さまや、

今月から本格的にスタートしましたエイブルさまを中心に、大手提携先との

取り組みを強化することで利用客の拡大を図ってまいります。

また全会員の４割を占める、賃貸物件にお住まいのカード会員に対しても

当社の家賃保証サービスのある物件を集めた独自サイトを通じて、

利用の促進を図ってまいります。

このように外と内から利用客の拡大を図ってまいります。



次にリカーリングの取り組みです。

リカーリングの取扱高はカードの取扱高に合わせて増加はしているものの、

そのシェアは５年間でほぼ１２％と、横ばいで推移しております。

もう一段の取り組みの強化が必要であると認識しております。

リカーリングは、これまで店舗でのお勧めに留まっておりましたが、

今後はリカーリング企業との提携を活かし、会員サービスの

拡充を図るとともに、お客さまとのデジタル接点を活かした取り組みを

推進することで、利用の促進を図ってまいります。



次に、ＥＣ利用の促進についてです。

６月から本格稼働する ＧＭＯペイメントゲートウェイさまとの協業により、

カード会員のＥＣ利用の促進と、新規入会の拡大を推進してまいります。

一般的にユーザーがＥＣ上で決済する場合、サイト毎にカード番号の

登録が必要になってまいります。

今回の協業では全ての提携サイトでの決済は新規利用であっても

会員のＩＤ・パスワードのみで決済できるため、ＥＣ利用の利便性が

飛躍的に高まります。

この「エポスかんたん決済」は、現在特許出願中でございますが、

既に３０社の企業さまから導入の内諾をいただいております。

また、各提携サイトではエポスカード会員の募集も行っていただきますが、

これは２４時間リアルタイム審査で、申し込みと同時に決済入会特典の

利用が可能な取り組みで、５年後には提携先数２００社、新規入会

１０万人以上を目指してまいります。



次に、ファミリーゴールドの取り組みです。

プレミアムカードは、これまで様々な取り組みを積み上げてまいりました。

昨年は、お客さまとの共創によって、エポスファミリーゴールドがスタート

しました。

これによりまして、期末のゴールド・プラチナ会員は３１万人増加し、

２１５万人となっています。

ファミリーゴールドにつきましては、昨年５万人の既存の会員の方から

６万人のご家族をご紹介いただき、期末で会員数は１１万人、世帯数で

５万世帯まで増加いたしました。



このファミリーゴールドの５万世帯の状況を見てみますと、家族のゴールド

会員化によって、家計でのエポスカードの決済シェアが、従前の１４％から

平均２３％まで上昇しております。

現在はＷｅｂサイトやメールでのご案内を通して会員を募集しておりますが、

今期からは店舗でのご案内を開始することで会員拡大を加速させ、

５年後には５０万世帯１００万人以上を目指してまいります。



以上の施策により、ゴールドカード会員の家計シェア１７％を、

５年間で２２％から２５％程度まで高めるとともに、ゴールド会員自体の

拡大の掛け算によって、取扱高は８０００億円から１兆円程度の増加を

図っていきたいと考えております。

また、これによってカード会員全体の家計シェアも１２％から１６％に

上昇する見通しです。



以上の結果、フィンテック全体の総取扱高は、家計シェア最大化の

戦略効果１兆円を積み増し、５年後には５兆円以上と、

現在業界トップクラス企業と同規模の水準まで、取扱高を高めていきたいと

考えております。



最後に、数値計画です。



２０２０年３月期でございます。

ＲＯＩＣにつきましては、４．４％で前年に対してプラス０．２％。

営業利益は３９０億円で４０億円の増益を見込んでおります。



さらに、中計の最終年度である２０２１年３月期については、ＲＯＩＣで４．５％、

営業利益で４２０億円以上を目指したいと考えております。

私からは以上でございます。

ご清聴ありがとうございました。






