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株式会社オリエントコーポレーション 
サステナビリティ・リンク・ファイナンス 
・フレームワーク  

2022年 10月 28日 

 ESG評価本部 

担当アナリスト：大石 竜志 

格付投資情報センター（R&I）は資金調達者をオリエントコーポレーション（オリコ）とするサステナビ
リティ・リンク・ファイナンス・フレームワークについて、国際資本市場協会（ICMA）の「サステナビリ
ティ・リンク・ボンド原則」（2020）、LMA の「サステナビリティ・リンク・ローン原則」及び環境省の「サ
ステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン 2022 年版」並びに「サステナビリティ・リンク・ローンガ
イドライン 2022 年版」に適合していることを確認した。オピニオンは下記の見解に基づいている。  
■オピニオン概要

(1)KPIの選定
オリコは基本理念、サステナビリティ基本方針のもと策定した中期経営計画において、掲げた重要課題

（マテリアリティ）のうち「持続可能な地域づくりへの貢献」への取組内容について、「強みを生かした東
南アジアにおける金融商品の提供」としている。KPI は東南アジアにおけるオリコのオートローン年間取
扱高で、対象国はタイ、フィリピン、インドネシアの 3 カ国。なお、新車は EV に限るとしている。選定
した KPI は、オリコの事業戦略そのものと合致し、重要な意味を持つものと考えられる。 

(2)SPTの特定
SPT はオリコの東南アジアにおけるオートローン年間取扱高（新車は EV に限る）を、2025 年 3 月期

までに 819 億円とする。2022 年 3 月期の実績は 379 億円であり、目標は 2 倍以上の高い水準であるうえ、
いずれの国においても市場の成長予想を大きく上回る。インドネシアにおいては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いく。東南アジアのマーケ
ット状況を考慮した上で、より幅広い層にファイナンスサービスを提供するという信念のもと、未成熟な
中古車市場を開拓するという挑戦的な取り組みでもある。SPT の野心性は十分あると判断した。

(3)債券／ローンの特性
SPT の達成状況により債券／ローンの特性が変化する。その内容は、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等）
にて具体的に特定する。変化する内容としては①借入金利のステップアップ・ステップダウン、②オリコ
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のいずれかとなる。達成／未達成の場合の変動水準は
一般的なサステナビリティ・リンク・ローンやサステナビリティ・リンク・ボンドとさほど変わらない水
準を予定している。条件とオリコの SPT に対するパフォーマンスが連動しており、SPT の目標達成のイ
ンセンティブになっている。

(4)レポ―ティング
オリコは年 1 回、KPI の進捗をウェブサイトに開示する。また、必要な開示情報が発生した場合も適宜

開示する。これにより投資家または貸付人は SPT の達成状況に関する最新の情報を入手できる。フレーム
ワーク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、適時に変更事由や再計算方法を含む変更内容を開示する予定。

(5)検証
オリコは KPI の進捗状況について 3 月末の会計年度の値を判定値として設定し、毎年、第三者より検証

を受ける。数値についてウェブサイトに掲載する。
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1. 発行体の概要 
(1) オリエントコーポレーションの概要 

① 事業概要 

 オリコは 1954 年創業の東京都に本社を置く信販会社で、業界トップクラスの加盟店網と顧客基盤を
擁する業界最大手で、みずほフィナンシャルグループ及び伊藤忠商事の持分法適用関連会社。 

 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
プクラスの水準にある。 

 
② 理念・サステナビリティ基本方針 

・ オリコは「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ている。 

・ また、下記のサステナビリティ基本方針を掲げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
③ マテリアリティ 

・ オリコ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
年後のめざす姿・めざす社会を定め、そこから次の 3 年間をバックキャスティングし、2023 年 3 月期
を初年度とする中期経営計画をスタートした。 

・ 中期経営計画の策定に合わせ、重要課題（マテリアリティ）の特定を行った。これらは、中期経営計
画で定める 10 年後のめざす姿・めざす社会の実現に向けて、オリコが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、としている。 

・ 重要課題は①安心・安全で利便性の高いキャッシュレス社会実現への貢献、②金融ノウハウの活用を
通じた新たな顧客体験価値の創造、③脱炭素・循環型社会実現への貢献、④持続可能な地域づくりへ
の貢献、⑤人材の多様性と育成および働き方改革、⑥ガバナンスの強化、である。 

・ 各重要課題に対しては、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る。 
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■サステナビリティの概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所：オリコウェブサイト] 

2. KPIの選定 

評価対象の「KPI の選定」は以下の観点から原則に適合している。 

(1) KPIの概要 
KPI はオリコの東南アジアにおけるオートローンの年間取扱高。対象国はタイ、フィリピン、インドネシ

アの 3 カ国である。尚、オートローンの取扱商品は、新車は EV に限るとしている。 
 

(2) KPIの重要性 

① 重要経営課題（マテリアリティ） 

オリコは中期経営計画で掲げた重要課題のうち④持続可能な地域づくりへの貢献――における取組内
容について「強みを生かした東南アジアにおける金融商品の提供」（下表参照）、「中小企業・個人事業
主等への信用供与拡大」、「地域金融機関との協業を通じたサステナブル商品の提供」としている。本
件の KPI は、オリコの重要課題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。 
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② サステナビリティ戦略と KPIの重要性 

・ オリコのオートローンの取扱高は業界トップクラスの水準にある。取扱高に占めるチャネル別構成比
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％となっている（2022 年
3 月期）。 

・ 現存する中古車を大切に永く使うこと、リユースされる車両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あるとオリコは考えている。 

・ オリコが事業を展開する東南アジアは、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）が進んでいる。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、ひいては顧客の豊かな人生の実現に貢献していく考えだ。 

・ 一般に新車は価格が高く、購入する人々の所得水準も比較的高い。現地の銀行は新車や一定の所得水
準を得る人々へのローンは推進しているものの、車両価格の妥当性を判断する必要がある中古車や店
舗網が手薄な地方農村部におけるオートローンには必ずしも積極的ではない。 

・ 中古車であっても平均年収に対する車両価格が高額であることから、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るとオ
リコは推計している。こうした状況から適切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
る。 

・ このように、オリコは日本国内と同様に東南アジアにおいても中古車の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している。 

・ また、オリコはオートローンの取扱高を増やすと同時に、健全な中古車市場の創出にも注力し、幅広
い層に価値提供を目指している。 

・ 東南アジアには日本のような車検制度がない。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ない。オリコ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
献していく考え。 

・ 一方、現地における EV の普及はこれからであり、オリコは将来的なＥＶの普及拡大や充電インフラ
の整備を見据えオートローンの事業基盤の強化を図るとしている。 

・ 持続可能な地域づくりへの貢献を目指しているオリコにとって、今回の取り組みは企業のサステナビ
リティ戦略そのものであるとともに、SDGs への貢献にも資するものといえる。 

 
SDGs目標  

 

8.10国内の金融機関の能力を強化し、すべての人たちが銀行や保険などのお金に関するサービスを使

えるようにする。 

 

9.3 特に開発途上国の規模の小さな工場や会社が、安く資金を借りるなどの金融サービスをより利用

できるようにし、モノやサービスの流れやその市場に、より広く組み込まれるようにする。 
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3. SPTの設定 

評価対象の「SPT の選定」は以下の観点から原則に適合している。 

(1) SPTの概要 

・ SPT：オリコは東南アジアにおけるオートローンの年間取扱高を、2025 年 3 月期までに 819 億円にす
る。対象国はタイ、フィリピン、インドネシアの 3 カ国。なお、現時点では新車の EV の取り扱いは
限定的であるため、中古車の値を用いた目標になっている。 

（億円） 

 

 

 

 

 

  
※参考値はオリコがサステナビリティ目標として公表している数値（オートローン以外のローン商品等を含む） 

(2) SPTの野心性 

① 過去実績からみた SPTの水準感 

・ オリコはタイに 2015 年に進出しオートローンは延べ 7 万人以上の顧客に利用されており、取扱高は 3
カ国の中で最も多い。フィリピンは 2019 年に進出したが、コロナウイルス拡大もあって翌年から取り
扱いを開始。インドネシアは 2021 年 3 月に新車を取り扱うオートローン会社を買収。中古車の取り扱
いは 2023 年 3 月期に開始した。 

・ SPT は 2025 年 3 月期の取扱高 819 億円を目標としている。これは 2022 年 3 月期の実績からみると 3
年間で 2 倍以上になる。 

・ 市場自体は 3 カ国いずれもコロナウイルスの蔓延による影響を受けており、2021 年はマイナス成長に
なった。足元ではこの影響も薄らぎ、徐々に拡大基調に転じ始めている。2022 年から 2025 年までの
3 カ年の市場見通しは、タイにおいては 109％、フィリピンは同 148％、インドネシアは同 118％の成
長をオリコは予想している（次ページ表参照）。 

・ オリコにおける過去の取り扱い実績、市場の動向と見通しからみても、本件の SPT は高い水準の目標
といえよう。 

 

 

 

  
対象国 取扱商品 

2020/3 

実績 

2021/3 

実績 

2022/3 

実績 

2025/3   

計画（SPT) 

  タイ ＥＶ・中古車 246 293 353 706 

  フィリピン ＥＶ・中古車 - 3 26 64 

  インドネシア ＥＶ・中古車 - - - 49 

  合計 － 246 296 379 819 

        

  参考値 新車・中古車等 246 296 454 1,335 
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■市場の動向と見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[IMF_World Economic Outlook Database、OICA、各国自動車工業会等の値からオリコが推計] 

② SPTの達成手段と不確実性要素 

・ 現地の新車のオートローンは銀行ないしメーカー系のキャプティブファイナンスがメインプレイヤー
となっている。オリコは日本国内と同様に中古車のオートローンを主なターゲットとして展開してい
る。また、KPI・SPT の選定にあたり新車のガソリン車については CO2 の新規排出増加につながるこ
とを考慮し SPT の対象外としており、新車は EV に限るとしている。しかしながら、現時点で新車の
EV の取り扱いは限られる。 

・ タイは進出してから 7 年を経過し、営業支店は 10 拠点まで拡大していることから主要都市近郊はカバ
ーしつつある。今後は地方農村部を含めてさらに営業地域を拡大したい考え。フィリピンはまだ進出
してから日が浅く、マニラ首都圏の大型加盟店に限られている。インドネシアは新車販売会社と組ん
でいたファイナンス会社を傘下にしたこともあり、中古車オートローンの取扱いは 2023 年 3 月期から
のスタート。 

・ 一般にいずれの国も新車と中古車は異なるショールーム／店舗において販売されている。特に中古車
の販売店は中小規模の業者が多く、日本のようなロードサイドに大型店舗を展開するような業者はあ
まりいない。このため、地域の業者を個別に訪問し、オリコの加盟店として開拓していく必要がある。 

・ オリコ自体は日本国内で培った営業、与信、債権回収のノウハウやデジタル技術を有している。こう
した独自の知見を生かして現地で他社との差別化により取り扱いシェアを広げていく考えだ。 

・ 不確実な要素としては、半導体不足など新車販売の落ち込みによる中古車の玉不足、コロナの感染状
況や景気低迷などによる消費者心理の減退などが考えられる。 

③ SPTの野心性 

・ 東南アジアの中ではタイの経済は比較的成熟しており、モータリゼーションも普及が進んでいるが、
市場の成長は続くとみられる。一方、フィリピン・インドネシアは所得水準が一段低く、今後、経済
発展に連れて自動車の普及率は高まることが予想され成長期待も高い。 
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・ フィリピンとインドネシアにおける中古車の取扱高はまだ少ない。市場の成長性に合わせて、加盟店
網の拡大やシェアの確保ができるかがポイントになろう。 

・ この点、オリコはいずれの国においても市場の成長を大きく上回る目標を掲げている。過去実績から
みても 3 年間で 2 倍以上の目標になっており、SPT の達成水準は高い。 

・ また、インドネシアにおいては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いく。東南アジアのマーケット状況を考慮した上で、より幅広い層に
ファイナンスサービスを提供するという信念のもと、未成熟な中古車市場を開拓するという挑戦的な
取り組みである。 

・ 現時点では、EV による取扱高の底上げが期待できないこともあり、実質的には中古車に絞った数値を
SPT として設定している。しかしながら、オリコの中期経営計画は 10 年後のめざす姿・めざす社会
の実現に向けて、今後、普及が期待される EV や充電スタンド設置拡大を見据えてオートローン事業
の基盤拡大を図るとしている。SPT の期限は 2025 年 3 月期の取扱高としているものの、より長期目
線で持続可能な地域づくりへの貢献に取り組む姿勢であることから、SPT の野心性は十分あると判
断した。 

・ 一方、取扱高を目標に掲げていることから、与信基準をコントロールすることで取り扱いを一時的に
増加させることが懸念されるが、結果として不良債権の増加により、多額の貸倒損失を発生させる可
能性につながる。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など、
適正な与信管理に努めることで、ユーザーの返済能力を上回る過剰与信をしないよう努めている。 

・ SPT はオリコのサステナビリティ方針と結びつけられている。オリコの企業活動が環境や社会にもた
らすポジティブ及びネガティブなインパクトを包括的に捉え、サステナビリティに関連するポジティ
ブなインパクトが大きいものとなっている。 

 

（3）SPTの妥当性 

・ SPT の適切性は独立した第三者である R&I からセカンドオピニオンを取得している。 

4. 債券/ローンの特性 

評価対象の債券／ローンの特性はファイナンスに係る条件とオリコの SPT に対するパフォーマンスが
連動しており、SPT の達成のインセンティブになっており、原則に適合している。 

 

・ SPT の達成状況により債券／ローンの特性が変化する。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
付随契約書等）にて具体的に特定する。内容としては①借入金利のステップアップ・ステップダウン、
②オリコ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のいずれかとなる。 

①借入金利のステップアップ・ステップダウン 
SPT が未達または達成した場合、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変動する。 

②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、オリコ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・団体に寄付を行い、ファイナンスの償還／返済日
までに完了する。寄付先については、必要な機関決定を経て選定し、ウェブサイトにて開示する。 
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5. レポーティング 

評価対象の「レポーティング」は以下の観点からサステナビリティ・リンク・ローン原則に適合してい
る。 

・ オリコは年 1 回、KPI の進捗をウェブサイトに開示する。また、必要な開示情報が発生した場合も適
宜開示する。これにより投資家または貸付人は SPT の達成状況に関する最新の情報を入手できる（下
表参照）。 

・ フレームワーク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、適時に変更事由や再計算方法を含む変更内容を開示する予
定。 

 
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ＥＶ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 

 

6. 検証 

評価対象の「検証」は以下の観点からサステナビリティ・リンク・ローン原則に適合している。 
 

・ オリコは KPI の進捗状況について 3 月末の会計年度の値を判定値として設定し、毎年、第三者より検
証を受ける。 

・ 数値についてウェブサイトに掲載する。 

 
以 上 
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 セカンドオピニオン商品は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定される関連業務（信用格付

業以外の業務であって、信用格付行為に関連する業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置と、信用格付と

誤認されることを防止するための措置が法令上要請されています。 

 セカンドオピニオンは、企業等が環境保全及び社会貢献等を目的とする資金調達のために策定するフレームワークについての公的機関または民間団

体等が策定する当該資金調達に関連する原則等との評価時点における適合性に対する R&I の意見です。R&I はセカンドオピニオンによって、適合性以

外の事柄（債券発行がフレームワークに従っていること、資金調達の目的となるプロジェクトの実施状況等を含みます）について、何ら意見を表明す

るものではありません。また、セカンドオピニオンは資金調達の目的となるプロジェクトを実施することによる成果等を証明するものではなく、成果

等について責任を負うものではありません。セカンドオピニオンは、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではなく、またそのよ

うに解されてはならないものであるとともに、投資判断や財務に関する助言を構成するものでも、特定の証券の取得、売却又は保有等を推奨するもの

でもありません。セカンドオピニオンは、特定の投資家のために投資の適切性について述べるものでもありません。R&I はセカンドオピニオンを行う

に際し、各投資家において、取得、売却又は保有等の対象となる各証券について自ら調査し、これを評価していただくことを前提としております。投

資判断は、各投資家の自己責任の下に行われなければなりません。 

 R&I がセカンドオピニオンを行うに際して用いた情報は、R&I がその裁量により信頼できると判断したものではあるものの、R&I は、これらの情報の

正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&I は、これらの情報の正確性、適時性、網羅性、完全性、商品性、及び特定目的への適

合性その他一切の事項について、明示・黙示を問わず、何ら表明又は保証をするものではありません。 

 R&I は、R&I がセカンドオピニオンを行うに際して用いた情報、セカンドオピニオンの意見の誤り、脱漏、不適切性若しくは不十分性、又はこれらの

情報やセカンドオピニオンの使用に起因又は関連して発生する全ての損害、損失又は費用（損害の性質如何を問わず、直接損害、間接損害、通常損害、

特別損害、結果損害、補填損害、付随損害、逸失利益、非金銭的損害その他一切の損害を含むとともに、弁護士その他の専門家の費用を含むものとし

ます）について、債務不履行、不法行為又は不当利得その他請求原因の如何や R&I の帰責性を問わず、いかなる者に対しても何ら義務又は責任を負わ

ないものとします。セカンドオピニオンに関する一切の権利・利益（特許権、著作権その他の知的財産権及びノウハウを含みます）は、R&I に帰属し

ます。R&I の事前の書面による許諾無く、評価方法の全部又は一部を自己使用の目的を超えて使用（複製、改変、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳及び

翻案等を含みます）し、又は使用する目的で保管することは禁止されています。 

 セカンドオピニオンは、原則として発行体から対価を受領して実施したものです。 

【専門性・第三者性】 

R&I は 2016 年に R&I グリーンボンドアセスメント業務を開始して以来、多数の評価実績から得られた知見を蓄積しています。2017 年から ICMA（国

際資本市場協会）に事務局を置くグリーンボンド原則／ソーシャルボンド原則にオブザーバーとして加入しています。2018 年から環境省のグリーンボ

ンド等の発行促進体制整備支援事業の発行支援者（外部レビュー部門）に登録しています。 

R&I の評価方法、評価実績等については R&I のウェブサイト（https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html）に記載しています。 

R&I と資金調達者との間に利益相反が生じると考えられる資本関係及び人的関係はありません。 

 

 


