
会社概要
商 号

創 業
主な事業

資本金

従業員数

本 社

株式会社オリエントコーポレーション
（英訳名：Orient Corporation）
1954（昭和29）年12月27日 
●カード・融資事業
●決済・保証事業
●個品割賦事業
●銀行保証事業
1,500億円

（2021年3月31日現在）
3,333人

（2021年3月31日現在）
〒102-8503
東京都千代田区麹町5丁目2番地1
TEL 03-5877-1111

株式の状況
発行可能株式総数
 1,965,000,000株
  うち、 普通株式  1,825,000,000株
   優先株式 140,000,000株
発行済株式の総数（2021年3月31日現在）
 1,738,727,703株
  うち、  普通株式  1,718,727,703株
   第一回Ⅰ種優先株式 20,000,000株
株主数（2021年3月31日現在）
 30,314名
  うち、  普通株式  30,313名
   第一回Ⅰ種優先株式      1名
単元株式数
   普通株式    100株
   優先株式 1,000株

※ ソリューションセンター、オリコ事務センター、オリコビジネスローンセンター、
 オリコカードセンター、西日本カード発券センター、カードオペレーションセンター、
 東京業務センター

拠点の状況（2021年3月31日現在）

総拠点数
支店 69拠点
クレジットセンター 10拠点
ローン保証支店・センター 10拠点
管理センター・サービスセンター 15拠点
上記以外※ 7拠点

111 拠点

北海道地区

東北地区

関東地区
首都圏地区

中部地区
関西地区

中国・
四国地区九州地区

お客さまに「安心・便利」を体感いただけるカード・融資事業を展開。魅力的なポイン
トプログラムや多彩な提携カードなど、お客さまの幅広いニーズに対応しています。

主要事業

お客さまの幅広いニーズに応える魅力
的なポイントプログラムをはじめ、デザ
インと機能性に優れた多彩な商品を提
供しています。

国内のさまざまな企業・団体などと提携
し、お客さまへ最適な付加価値と、魅力的
なサービスを提供しています。

お客さまの多様な資金ニーズに対応。安
心で便利なサービスを提供し、お客さま
の暮らしをサポートしています。

●プロパーカード ●提携カード ●融資

主要事業

信販業界で最も早く手掛けており、据置
型・自由払い型などお客さまのニーズに合
わせた商品を取り揃えています。

●オートローン
車検・メンテナンス・税金・保険のパッケー
ジ化など、月々定額のお支払いで新しい
クルマの乗り方を提案しています。

●オートリース
電化製品やリフォーム・教育費など、ライフ
サイクルのさまざまな場面をサポートする
クレジットを提供しています。

●ショッピングクレジット

お客さま・加盟店さま・オリコとの三者間契約による分割払いなどの決済サービス
を提供しています。業界トップクラスの取扱高を有する主力事業です。

家賃決済保証や売掛金決済保証など、企業ニーズに即したさまざまな決済サービ
スを提供しています。

主要事業

長年の実績とノウハウに基づく家賃収納サービス。家賃滞納
リスクの軽減など不動産管理会社さまの業務効率化に貢献し
ます。

●家賃決済保証
企業間取引のリスク軽減や業務効率化の実現に向け、提携先
さまのニーズに合わせた売掛金決済保証サービスを提供して
います。

●売掛金決済保証

中小企業のお客さま向けに、業務用設備機器などを中心とし
た小額向けのリース商品を提供しています。

●小口リース保証
物品販売やサービス提供に伴う代金回収・経理効率化など、お
客さまのライフスタイルに合わせた収納サービスを提供してい
ます。

●集金代行

1983年から金融機関の個人融資保証業務を開始。長年培った審査・保証ノウハ
ウは金融機関から高い評価を得ています。

主要事業

マイカーや教育、リフォームなど使途が明
確な「目的ローン」と使途自由の「フリー
ローン」があります。

●証書ローン
利用限度額の範囲内で繰り返し利用で
きるカード発券型タイプの「カードローン」
があります。

●カードローン
Web上でローン申込が可能なほか、来店
不要で契約完結となるWebペーパーレス
スキームも提供しています。

●Webバンクローン

外部評価

NPOの Forum ETHIBEL
の「ETHIBEL Investment 
Register」に初めて選定

LGBTへの取り組みを評
価する「PRIDE指標」にお
いて2年連続で最高評価
の「ゴールド」を受賞

MSCIジャパンESGセレクト･リーダーズ指数、
MSCI日本株女性活躍指数（WIN）の構成銘柄に選定

※ 株式会社オリエントコーポレーションのMSCI指数への組み入れや、MSCIのロゴ、商標、サービスマークまたは指数名称の使
用は、MSCIまたはその関連会社による株式会社オリエントコーポレーションへの後援、保証、販促には該当しません。MSCI指
数はMSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称とロゴは、MSCIまたはその関係会社の商標またはサービスマー
クです。

カード・融資事業

個品割賦事業

決済・保証事業

銀行保証事業

株式の所有者別分布状況

証券会社
0.9% （46名）

金融機関
62.5% （38名）

その他の国内法人
20.9% （341名）

個人
10.9% （29,658名）

外国法人等
4.8% （230名）

普通株式
2021年3月31日現在

株主数
30,313名
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