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突然の社長交代から１年
三越伊勢丹はどう変わったか

三越伊勢丹ホールディングス社長

すぎえ・
としひこ １９６１年生まれ。83年慶応義塾大学商学部を卒業し、伊勢丹（現三越伊勢丹ホールディングス）入
社。リビング、経営企画等を歩み、
２０１２年取締役常務執行役経営戦略本部長、14年取締役専務執行役経営戦略
本部長を経て昨年４月１日にホールディングスと事業会社の三越伊勢丹両社の社長に就任した。

杉江俊彦

三越伊勢丹ホールディングス前

社長、大西洋氏の退任が発表された

のは昨年３月７日のことだった。百

貨店業界の顔としてメディアの露

出も多かった大西氏の突然の退任

だけに、その衝撃は大きかった。代

わって社長に就いたのは、経営戦略

本部長として大西氏をサポートし

てきた杉江俊彦氏。大西氏は百貨

店復権を掲げさまざまな施策を打

ち出したものの、中国人観光客によ

る爆買いが終焉したこともあり、思

ったような利 益を上げることがで

きなかった。その大 西 時 代の後 処

理と、次に向けての方針を示すこと

が、杉江氏に課せられた使命だった。

社長就任から１年、杉江氏は何を考

えどう行動してきたのか。

自分自身の失敗を

認識して修正する

︱︱ 昨年の突然の社長交代（①）

から１年がたちました。社内の混乱

もあったと思います。その中でまず

何から手をつけていきましたか。

杉江 私は経営戦略本部長として大

西前社長と一緒にやってきました。

社長就任にあたっては、その自分の

Photo= 西畑孝則

聞き手 = 関 慎夫
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海外市場攻略で
地 域はよみがえる

かつて九州はひとつひとつと言われた。しかし今、九州は一丸となって
アジアを中心とした世界に対し、打って出ようとしている。
これまで国内市場しかみてこなかった農水産物の海外輸出をはじめ、
インバウンド人気を背景にさらなる外国人観光客を呼び込み、
これからの人材を積極的に育てていく。そこには、世界へ打って出る
成長拡大の意味だけでなく、地域の再生を行うタイミングが
今しかないという危機感もある。世界を目指す九州の取り組みを追った。
イラスト＝のり
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総論

アジアの熱を九州に取り込めるか

九州をひとつにした
地域存続の危機

でアジアとの物理的な距離が近い九

州にチャンスが生まれた。このチャ

ンスを生かそうと九州経済団体連合

九州一帯を戦場にするなど、災難も

は九州７県に沖縄、山口を加えた各

動きは早かった。例えば、九経連

会は、
「観光」
、
「農産物輸出」の分

また九州から入ってきた。鉄砲、キ

県の協力を得て、農水産物を輸出す

邪馬台国が九州にあったか、近畿

リスト教、朱印船貿易、いつの時代

る商社をつくり、香港の財閥である

野に力を入れ始めた。観光を発展さ

も九州がその玄関口であることは変

ジャーディン・マセソン傘下の巨大

にあったかは分からないが、太古の

わりなく、江戸期は長崎の出島がま

流通チェーン、デイリーファームと

せ、農家、漁師の所得を上げていく

さに世界へのたったひとつの窓だっ

の直接取引を始めた。余談だが、幕

昔から九州が世界との玄関口であっ

た。その一方、国を閉ざしたことで

末に活躍した英国商人のトーマス・

ことで地域経済を活性化させていこ

政治経済は江戸や大坂を中心に動く

グラバーのグラバー商会は、ジャー

たことは間違いない。日本の仏教に

ようになり、九州の位置は相対的に

ディン・マセソン商会の代理店。か

うとする。つまり、アジアの熱を利

低下。明治維新では西国諸藩が新政

つて日本と海外の結節点だった存在

戒律をもたらした鑑真和上は鹿児島

府の中心となったが、政治も経済も

が今回もキーマンとなることは、縁

用した九州復興策だ。

中心は東京であることに変わりなく、

を感じさせる。

の坊津にたどり着き、蒙古襲来も北

戦後の発展でますます九州は西の端

小に合わせて、経済成長著しいアジ

人口減少が始まると、国内市場の縮

ところが日本の高齢化とともに、

トレードマークに、文字どおり世界

をつくった。全県に共通する温泉を

客を誘致しようと九州観光推進機構

離が近く、オール九州で外国人観光

また、九州は知事と経済人との距

アの勢いを取り入れようとする動き

各地に売り込んでいる。

の地域でしかなくなった。

が始まった。そうすると、日本の中
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