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はじめに 

 

 株式会社オリエントコーポレーション（以下、当社という）は、2022 年 10月 28日

付でオリコ・サステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワーク（以下、本フ

レームワークという）を策定しました。 

当社グループは長期目線で社会価値と企業価値の両立をめざす「サステナビリティ」

を経営の軸として事業活動を行っています。本フレームワークは、その過程で必要とな

る事業資金の調達及びその活動の成果の開示を目的として策定しています。 

 

 本フレームワークは、国際資本市場協会（ICMA）が定めるサステナビリティ・リン

ク・ボンド原則（SLBP）2020 及びローン・マーケット・アソシエーション（LMA）が

定めるサステナビリティ・リンク・ローン原則（SLLP）2021 に従って資金調達を実施

するための包括的な枠組みです。 

 

当社は本フレームワークに基づき、サステナビリティ・リンク・ボンド（以下、SLB

という）及びサステナビリティ・リンク・ローン（以下、SLLという）を調達し、サス

テナビリティへの取り組みを推進していきます。 

 

 なお、当社は株式会社格付投資情報センター（以下、R&I という）に委託し、本フレ

ームワークの信頼性と社会への効果、SLBP 及び SLLP への適合性について、セカン

ド・パーティー・オピニオンを取得しています。セカンド・パーティー・オピニオン

は、当社ウェブサイトにて開示を行います。 
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1. 当社概要 

 

当社は 1954 年の創業以来、信販業界のパイオニアとして他社に先駆けた取り組みに

挑戦し、それぞれの時代のライフスタイルや決済ニーズに合わせたサービスを提供して

きました。 

主な事業として、決済・保証事業、海外事業、カード・融資事業、個品割賦事業、銀

行保証事業の 5 つを展開し、特に国内のオートローンやショッピングクレジットの取扱

高及び銀行保証残高は業界トップクラスの水準です。 

これからも高付加価値なサービスを提供することで、お客さまの豊かな人生を実現し

ていきます。 
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2. サステナビリティへの取り組み 

 

当社は、「信頼関係を大切にし、お客様の豊かな人生の実現を通じて社会に貢献する

企業をめざす」ことを基本理念に掲げ、社会に貢献する企業に相応しい金融商品・サー

ビスの提供などの取り組みを通じて、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）サステナビリティ経営 

  

当社は、長期目線で社会価値と企業価値の両立をめざす「サステナビリティ」を経営

の軸として、10年後のめざす社会・めざす姿、その実現に向けた重要課題（マテリアリ

ティ）からバックキャスティングの考え方のもと、2023 年３月期を初年度とする中期経

営計画を策定いたしました。 

 

 

 

３年間のスローガンとして「Transformation Now!」“お客さま起点で価値を創造する

新時代の金融サービスグループへ”を掲げ、従来型の信販モデルから発展的に脱却し、①

グリーン②デジタル③オープンイノベーションを切り口として、お客さま起点で価値を

創造し、社会に貢献し続ける、新時代の金融サービスグループへの変革（＝トランスフ

ォーメーション）を通じて、企業価値の向上を実現してまいります。 
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（２）マテリアリティの特定 

   

    中期経営計画の策定に合わせ、重要課題（マテリアリティ）の特定を行いました。こ

れらは、中期経営計画で定める 10 年後のめざす社会・めざす姿の実現に向けて、当社

の事業活動を通じて解決すべき課題であり、また、持続可能な開発目標（SDGs）との

関連性が極めて高い項目であると認識しています。 

    各重要課題（マテリアリティ）に対しては、具体的なサステナビリティの取り組みと

目標（KPI）を設定し、進捗状況を管理する体制を構築しています。 

 

（３）サステナビリティ目標 
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（４）サステナビリティの推進体制 

  

当社は 2022 年 4 月に代表取締役社長を委員長として KPIの進捗管理や社内外のコミ

ュニケーションなどについて審議する「サステナビリティ委員会」を立ち上げ、その直

下に 3 つの部会を設置しました。 

それぞれの部会は各部門・グループの副部門長・副グループ長・部長で構成され、全

社横断的な知恵を結集して深い議論を重ねることで、社会課題の解決に寄与する新事業

創出や組織変革につなげていく方針です。 

 

 

 

環境・地域部会 脱炭素目標達成、環境関連ビジネスの確立 

顧客部会 CX 提供によるブランド力向上 

人財部会 
全社員が自らの価値を最大限発揮し、イキイキと働ける環

境づくり 

 

（5）サステナビリティ・ESG ファイナンスの実績 

 

当社はサステナビリティ・ESG 推進に向け、これに関連する資金調達を実施しています。 

年月 種類 調達金額 資金使途・KPI 

2019 年 4 月 グリーンボンド 50 億円 太陽光リフォームローン 

2020 年 7 月 ソーシャルボンド 100 億円 教育ローン 

2022 年 1 月 グリーンボンド 50 億円 電気自動車(EV) 

2022 年 10 月 サステナビリティ･リンク･ローン 20 億円 海外オートローン取扱高 
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3. オリコ・サステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワークを構成する  

5 つの要件 

 

当社は、SLB/SLLの調達を目的として、国際資本市場協会（ICMA）が定めるサステナ

ビリティ・リンク・ボンド原則（SLBP）2020 及びローン・マーケット・アソシエーショ

ン（LMA）が定めるサステナビリティ・リンク・ローン原則（SLLP）2021 の以下の 5 つ

の要件に従って、オリコ・サステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワークを

策定しています。 

   

1. KPI の選定 

2. サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（以下、SPTという）の測定 

3. 債券/ローンの特性 

4. レポーティング 

5. 検証 

 

 

（１）KPI の選定 

 

    本フレームワークにおいては、以下の KPI を使用します。 

項目  内容 

KPI 東南アジア※におけるオートローンの年間取扱高 

※タイ、フィリピン、インドネシア（2022 年 10月 28 日現在） 

上記 KPIは、当社がサステナビリティ目標として特定した重要課題（マテリアリテ

ィ）のうち、「持続可能な地域づくりへの貢献」の達成に向けた進捗を管理するための

適切な指標であると認識しています。 

    当社が事業を展開する東南アジア各国は、経済発展を受け中間層が拡大し、急速なモ

ータリゼーション（車社会化）が進む地域です。当社は、そのような地域において、国

ごとに最適なサービスを開発・提供し、自動車市場の発展、ひいてはお客様の豊かな人

生の実現に貢献します。 
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なお、本フレームワークにおける KPIはオートローンの年間取扱高（新車はＥＶに限

る)と定義します。当社は、オートローン取扱高を増やすと同時に、健全な自動車市場の

創出にも注力し、今後、普及の拡大が見込まれるＥＶや充電インフラ向けのマーケット

へのアプローチを通じて幅広い層のお客様に当社の価値提供を目指します。 

 

（ⅰ）適性与信の提供 

東南アジア諸国は経済の発展による中間所得層の拡大に伴い、国民一人当たりの自動

車保有台数も増加傾向にあります。自動車市場の拡大と合わせて、オートローン市場も

拡大が続いております。 

平均年収に対して車両価格が高額であることから、現金一括で購入するよりもオート

ローンを利用して購入することが一般的であり、例えば、タイにおいては購入者の約 8

割がオートローンを利用しています（当社推計）。この様な状況から適性な与信管理を

担う信用供与業者の存在が重要となっています。 

 

（ⅱ）中古車のリユース 

当社のオートローンの取扱高のチャネル別構成比は中古車専業店 66％、輸入車ディー

ラー21％、国産ディーラー8％、海外 5％（2022 年 3月期）となっています。 

中古車を廃棄せず現存する車両を大切に永く使うため、リユースされる中古車に対し

てオートローンを提供することはサステナブルな取り組みです。国内と同様に東南アジ

アにおいても自動車車購入をファイナンス面でサポートをすることは豊かな生活の実現

に向けた持続可能な地域づくりへの貢献にあたると考えています。 

 

（ⅲ）安心・安全な中古車市場の創造 

東南アジアには日本のような車検制度がないため、中古車の品質が保証されておら

ず、走行状態や事故・修理歴等、安心・安全な車両であることを確認することは容易で

はありません。 

当社はインドネシアにおいて品質が確保された車両を提供するための「認定中古車制

度」を創設し、中古車市場の育成にも貢献してまいります。 

 

（ⅳ）EV・充電インフラの普及拡大に向けた事業基盤の構築 

国際的な脱炭素や環境意識の高まりから東南アジア各国政府においてもＥＶの生産・

販売台数や充電ステーションの設置等の政策目標が掲げられております。ガソリン等の

内燃エンジンから電池駆動のモーターへと車両の価値基準が大きく変化する中で、ＥＶ

の取扱い拡大を見据えた事業基盤を早期に構築することにより、オートローン事業を通

じた持続的な地域貢献をめざしてまいります。 
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（Ⅴ）東南アジアにおける事業進出国 

 

タイ Orico Auto Leasing (Thailand) Ltd.  

当社の本格的な海外事業進出の一歩目として、2015 年にタイに進出しました。

主要都市を中心に営業ネットワークを 10 支店まで拡大し、中古車オートローン

をのべ 7万人以上のお客様にご利用頂いています。 

私たちは提供するサービスの質を高め、更に営業エリアを拡大し、より多くの

人々とリレーションシップを築くことを目指しています。安心安全な金融サービ

スをより多くのお客様に提供し、地域社会や自動車産業の発展に貢献してまいり

ます。 

 

フィリピン Orico Auto Finance Philippines Inc.  

フィリピンの総人口は 1億人を超えており、平均年齢が低く労働生産人口が多

いこともあり、これからも更なる経済成長が期待されています。自動車を購入す

る中間所得層が拡大し、マイカー需要が急激に高まるなか、オリコは 2019 年に

フィリピンに進出しました。 

今後もフィリピンのモータリゼーションのニーズを汲み取り、利便性が高く安

心して利用できるオートローンを提供することでお客様の豊かな生活の実現をサ

ポートしてまいります。 

 

インドネシア PT Orico Balimor Finance 

インドネシアは、世界第 4 位の人口規模や安定した経済成長率など成長ポテン

シャルが高く、今後も中間所得層の増加が見込まれることから、オートローン市

場の継続的な伸長が期待される有望市場として注目されています。 

当社は 2021 年 3月にインドネシア全土に拠点網を有するオートローン事業会

社 PT Mizuho Balimor Finance の株式 51%を取得し連結子会社化しました。 

3 カ国目の海外進出国として、当社がこれまで日本国内やタイで培ったオート

ローン事業のノウハウを最大限活用し、中古車ローン事業の本格参入など業容拡

大を図ることで、インドネシアの自動車市場の発展に貢献してまいります。 

2022 年 10 月 28日時点 
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（２）SPT の設定 

 

    本フレームワークにおいては、以下の SPT を使用します。 

項目 内容 

SPT 2025 年 3 月期までに KPI を 819 億円にする 

 

    SPT の数値は、KPI の選定で特定した重要課題（マテリアリティ）に定める目標の一

部を使用し、東南アジアにおけるオートローン取扱高 819 億円（新車はＥＶに限る）と

しています。これは、前述の通りの東南アジアのマーケット状況を考慮した上で、より

幅広い層のお客様に価値を提供するという当社の信念のもと、今後更なる成長が見込ま

れる中古車市場や拡販が期待されるＥＶ市場を開拓するという当社にとって挑戦的な取

り組みです。 

 

    なお、2022 年 3月期における KPIの実績は 379 億円です。SPT となる 2025 年 3 月

期の KPIは 819 億円と 3ヵ年で取扱高を約 2.1倍に増やす計画です。これは、進出国に

おける新車販売台数から推計されるオートローン市場の伸長率と比較しても、十分に野

心的な目標であると認識しています。 

 

    KPI 達成に向けた取り組みとして、営業エリアの拡大や人員の増強・デジタルトラン

スフォーメーションの推進などによるサービス提供体制の拡充を図るとともに、不良債

権の発生防止のため顧客との面談を原則とした返済能力調査や現車確認と与信スコアリ

ングモデルの継続的な高度化など、適正な与信管理に努めております。 
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（３）債券/ローンの特性 

 

 本フレームワークに基づくサステナビリティ・リンク・ファイナンスについては、

SPT の達成状況により債券/ローンの特性が変化します。その内容については、各ファ

イナンスの実施に係る書類（債券の場合は訂正発行登録書と追補書類、ローンの場合は

金銭消費貸借契約書及びその付随契約書を想定）にて具体的に特定しますが、以下のよ

うな借入金利のステップアップ・ステップダウンや、当社が事業進出している国々に対

してポジティブなインパクトを創出することを目的として活動を行っている一般に認知

された法人・団体等に対する寄付の実施を含みます。 

 

 （ⅰ）借入金利のステップアップ・ステップダウン 

    SPT を達成/未達成の場合、SPT判定日以降最初に到来する金利計算期間開始日から

償還/返済日（もしくは次回 SPT判定日以降最初に到来する金利計算期間終了日）ま

で、ファイナンス実施時に定める年率にて借入金利が低下/上昇します。借入金利の低

下/上昇の別は金融機関と協議の上、各ファイナンス実施時に特定し開示します。 

 

 （ⅱ）寄付 

    SPT を達成出来なかった場合、SPT判定日後に、調達額に対してファイナンス実施

時に定める割合に応じた額を、当社が事業進出している東南アジアの国々に対してポ

ジティブなインパクトを創出することを目的として活動を行っている一般に認知され

た法人・団体に寄付を行い、当該ファイナンスの償還/返済日までに完了します。寄付

先については、必要な機関決定を経て選定し、当社ウェブサイトにて開示を行いま

す。 

 

    なお、本フレームワークに基づく各ファイナンス実施時に特定し開示する債券/ローン

の特性とは、以下の項目を含みます。 

 

特性 

東南アジアにおけるオートローンの年間取扱高（新車はＥＶに限る） 

借入金利の低下/上昇または、寄付の別 

寄付を実施する場合、寄付額、寄付の実施時期等 
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（４）レポーティング 

当社は、本フレームワークに基づくサステナビリティ・リンク・ファイナンスの償還/

返済までの期間、設定した KPI の SPTに対する達成状況について、当社ウェブサイト

にて年次で開示を行います。 

すべてのステークホルダーが各事業年度における KPIのパフォーマンスを公開情報と

して入手可能であり、これをもってステークホルダーとの継続的な対話を実現します。 

項目 内容 

SPT 実績 
東南アジアにおけるオートローンの年間取扱高（新車はＥ

Ｖに限る） 

 内訳 国別の取扱高・件数 

重要な情報更新等 
SPT 達成に影響を与える可能性のある情報 

（サステナビリティ戦略の設定・更新等） 

寄付の詳細 寄付先の名称、選定理由、寄付額および寄付実施予定時期 

    本フレームワークの策定時点で予見し得ない状況（M&A、各国規制の変更等）が発生

し、KPIの定義や SPTの設定を変更する必要が生じた場合、当社は適時に変更事由や再

計算方法を含む変更内容を当社ウェブサイトにて開示する予定です。 

 

（５）検証 

（ⅰ）独立した第三者によるレビューを取得 

KPIの数値に関しては、独立した第三者によるレビューを取得（監査法人に依頼する

場合は「保証報告書等の取得」）したことを、当社ウェブサイトにて年次で開示を行い

ます。 

客観性と透明性を満たした検証により、全てのステークホルダーが公開情報をもっ

て、容易にパフォーマンス検証が可能な体制を構築します。 

 

 （ⅱ）フレームワークの更新 

本フレームワークの更新を行った際は、新たにセカンド・パーティー・オピニオン

を取得する予定です。 

また、本フレームワークにて実施済のファイナンスについて、返済期限までに SPT

にかかる重大な変更が発生した場合には R&I へ報告し、引き続き SLBP 及び SLLP へ

準拠していること、及び、当初想定していた野心度や有意義性が維持されていること

等を確認します。 

以上 


