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応えていく力。



トップメッセージ

「応えていく力」に
 磨きをかけよう。

代表取締役社長

　2015年4月、当社は新しい中期経営計画をスタートし
ました。ご案内の通り、さまざまな変革、それも本質的な
変革を成し遂げるために、５カ年計画としました。計画骨子
は４つ、「業容・収益の持続的成長」、「持続的成長を支える
重要取り組み施策」、「企業価値向上」、「人事・風土改革」
です。
　「企業価値向上」の課題として、「CSRの進化」を掲げてい
ます。その理由は、中期経営計画基本方針である持続的成
長を実現するための基盤として、CSRが不可欠だからです。
　CSRは、“Corporate Social Responsibility”の略です。
このResponsibility（責任）という言葉は“response

（反応する）”と“ability（能力）”の合成語であり、「応えて
いくことができる」という意味です。つまりCSRは「社会か
らの期待や社会的な課題への企業の応対力」ということ。
私たちのビジネスは、お客さまをはじめとする、社会から
の期待に応えることで成り立っています。
　企業が持続的成長を実現するためには、ビジネスモデル
が優れていることはもちろんですが、それだけではなく、
企業自身の社会的価値が優れていることが必須条件と考
えます。社会的価値とは、社会全体における企業の存在価
値のことであり、この存在価値を認められるためには、
まず企業が提供する商品やサービスが社会や人々に真に

CSRとは、社会やお客さまの期待に応えていくことです。
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役立ち、加えてその企業が良き企業市民としての責任も果
たさなくてはなりません。まさに社員の皆さんが聞き馴染
みのある「三方良し」は、CSRの考え方だと思いませんか。
　社会では、少子化・高齢化や労働・人権問題、地球環境
問題など、経済性や定量結果の評価だけでは解決できない

問題が多く発生しています。金融サービスを通じて社会や
人々の生活を支えている存在として、今まで以上に事業の
経済性と社会性の両立を図り、社会的課題の解決に貢献し
ていくことが、社会と企業、双方の持続的成長や企業価値
の向上を実現するものと確信しています。

　当社のCSRへの取り組みや推進体制の確立はまだ途上
にあります。共通認識を持って取り組みを前進させるため
には、長期的な視点に立ったCSRの実践と計画的なレベル
アップが必要です。それにはまず、社員一人ひとりの活動
がCSRの一端を担っていることを知ってもらうことが大切
です。そこで、今回初めて発行するこのレポートの主要な
対象を社員の皆さんとし、当社のCSRの基本的な考え方や
これまでの取り組み、今後の方向性などの全体像を共有し
ます。
　短期的、長期的な課題認識を含め、社会的責任に関する
ガイドライン（国際規格ISO26000）を用いて現状の取り組

みレベルを確認しました。結果、コーポレート・ガバナンス
やコンプライアンスをはじめとする、法令や市場のルール
上の要求には概ね一定水準で取り組んでいることが確認で
きました。これらについては、外部環境の動向を注視しな
がら、質的深化を図っていく必要があります。一方で、法令
や市場のルールを上回る取り組みについては、十分とは言
えない部分があることから、今後、継続的に改善・評価・
検証を実施していきます。そして、現時点において優先的
に取り組むべき重点テーマを選定し、今年度より具体的な
取り組みを開始していきます。

社員一人ひとりがCSRについての理解を共有することが大切です。

　これまで当社は、社会貢献カードをはじめ、学費サポート
プランやお客さまの生活設計に応じて収支バランスをコン
トロールできるサービスなど、事業側面からもCSRを実践
してきていますが、これまでの事業領域の周辺にある社会
的課題に関心を向け、それらの解決にどう関わっていくの
かを見つめ直すことで、新たな工夫や知恵が生まれ、ビジ
ネスチャンスにもつながっていくと考えています。
　私たちが掲げるブランドスローガン「かなえる、のそ
ばに。」は、営業や電話応対、商品やサービスの企画開発、
社会貢献活動などあらゆる面で「応えていく力」を高める

ことで実現できるものです。社員一人ひとりが課題を発見
し応えていく力に磨きをかけていけば、自らの可能性を拡
げると同時に、当社だからこそ提供できる新たな価値を生
み出すことができます。そして、私たちの提供する価値が
社会の発展に貢献することができれば、それは当社の社会
的価値の増大につながっていくはずです。
　日々の仕事が価値を生み出していることに誇りを持ち、
さらなる高みを目指して前進していきましょう。

応えていく力に磨きをかけ、オリコの社会的価値を高めていきましょう。
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編集方針

このレポートは、オリコのCSRの基本的な考え
方やこれまでの取り組み、今後の方向性など
の全体像をお伝えするためのツールと位置づ
け、以下の方針で企画・編集しています。

● CSR活動の主体である社員こそ、このレポー
トを通じてオリコのCSRを認識する必要が
あると判断し、レポートの主要な対象をオリ
コグループ社員としています。

● 特に、マネジメントを担う各部署の責任者や
管理職層がCSRを理解し、推進する中心的
な役割を担っていくことを狙いとしています。

● 財務情報はあえて省略し、より多くの社員が
関わり得る事柄や、興味を持ちやすい身近な
事柄を中心に報告しています。

● 全体のページ数を抑えるとともに、各ページ
の報告内容を簡潔にし、読みやすくなるよう
留意しました。

● 報告対象期間は、2014年度（2014年4月
1日から2015年3月31日）を中心としてい
ますが、一部当該期間以前の内容も含まれ
ています。

● 報告対象範囲は、オリコグループとしての報
告を含むため、原則として株式会社オリエント
コーポレーションを「オリコ」、グループ会社を
含めて「オリコグループ」と表記しています。

● レポート（冊子版）の配布先は、オリコグループ
全役員・社員です。
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Webサイトと社内掲示板でも随時情報発信しています。

 WebサイトCSRページ

　　http://www.orico.co.jp/company/csr/

　　 社内掲示板

本社：オリコDBライブラリ＞CSRインフォメーション
支店：オリコネットTOP画面メニュー＞CSRインフォメーション
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　私たちは、地球環境問題や人権労働問題、人口動態の変化
など、さまざまな社会的課題に直面しています。そしてこれら
の課題は、私たちが豊かな暮らしを追求してきた結果生まれた
という側面もあります。将来にわたって豊かさを維持していく
ためには、社会全体そして私たち一人ひとりが力を合わせ、
社会の課題を一つひとつ解決していくことが必要不可欠です。
　企業にも、経済性の追求だけでなく、社会の一員として
担うべき役割があります。それがCSR（Corporate Social 
Responsibility）、企業の社会的責任です。常に変化する社会
と人々の生活に適応しながら、企業活動を通じて社会的課題の
解決に貢献していくという考え方です。
　近年では、社会的責任に関する国際規格である「ISO26000」
（※P23参照）の発行に象徴されるように、企業だけでなく、
あらゆる組織が一定の共通認識のもと、自らの社会的責任を
自覚し、社会の持続的な発展に向けて責任を果たしていくべき
であるとの考え方が国際的に定着してきています。
　CSRを促進するさまざまな要因として、経済のグローバ

オリコにとって、CSRとは

オリコの「持続的成長」を支える基盤

ル化、市場の変化、消費者意識の変化、IT社会の拡大（関心
の高まり）など、社会環境が変化する中で企業に求められる役
割期待は、より一層大きくなっています。社会や人々からの期
待や要請に対し、自らが果たせる役割を考え行動することが、
社会と企業、双方の持続的成長や企業価値の向上につながっ
ていきます。
　CSRは下図のように4つに区分できます。「守りのCSR（ａ・
ｂ）」は、コンプライアンスやリスクマネジメントなど企業が存続
するための必要条件であり、法令違反などによって企業自らが
社会問題の発生源となることを防ぐ取り組みです。そして「攻
めのCSR（ｃ・ｄ）」は、企業が提供する価値によって社会に貢献
する取り組みです。「守りのCSR」を強固にしながら、「攻め
のCSR」であるオリコだからこそできる独自の価値の提供（ｃ）
によって、社会や人々からの期待や要請に応える新しい領域を
切り拓き、提供し続けることを目指すという取り組みがオリコの
CSRです。

守りのCSR
（法や市場のルール上の要求に応える）

攻めのCSR
（法や市場ルールを上回る社会の期待に応えていく）

オリコに求められるCSR a  業界および自社に必要不可欠なこと
　 （例：割賦販売法、貸金業法等の遵守）

c  オリコだからこそ提供できる独自の価値

一般的に求められるCSR b  企業に必要不可欠なこと
　 （例：会社法、労働基準法等の遵守） d  企業が一般的に提供できる価値

C S R とは

事業とそのプロセスを通じて社会的課題の解決に貢献

私たちの提供する商品・サービスが、社会や人々に真に役立つこと。
加えて、強靭なガバナンス態勢や、高い倫理観とチャレンジ精神を持つ社員の行動、

さまざまな社会的課題の解決につながる事業の推進などにより、
良き企業市民として社会的責任を果たしていくことです。

CSRにゴールはありません。
役員・社員一人ひとりが、社会や人々からの期待に応えているか、貢献しているか、

という視点で仕事や社会貢献活動を積み重ね、
さまざまなステークホルダーと双方向に関わり合いながら、

オリコらしいCSRを確立していきます。
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この図は、オリコのCSRの全体像を表わしたものです。コンプ
ライアンスやリスクマネジメントなど、「守りのCSR」が社会とい
う土壌に根をおろし、根を通じて社会から水や養分（経営資源や
ニーズ）をもらっています。それを活かして、社会や人々に貢献

し果実として実らせるのは、幹である社員一人ひとりの活動で
す。果実が実るまでのプロセスによって、果実の成熟の度合い
は違ってきます。

コーポレート・ガバナンス

経営・事業戦略

ブランドスローガン・ブランドステートメント

基本理念・経営方針・行動指針

コンプライアンス（行動規準）
人権の尊重

リスクマネジメント 社会の期待・要請

持続
可能な社

会の実現への貢献
人々
の夢
や豊かな

暮らしの実現への貢献

健全な企業活動、
公正な取引雇用の創出、多様な人材の活用、

働きやすい職場づくり

環境保全

社会貢献活動

安全・安心・便利な
商品・サービスの提供

オリコのCSRのかたち

社員一人ひとりの活動
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社会をより良くするために、行政や多くの企業、人々が努力
を重ねています。さまざまな社会的課題・ニーズに、オリコ
の保有する資源で多面的に応えていくこと。金融サービス業
だからこそできること、そしてオリコだからこそできる独自

の価値の提供によって、社会や人々の未来を確かなものにし
ていくこと。社会や人々から真に必要とされ、役立つ果実を
実らせるよう、私たちは、挑戦と成長を続け、事業とそのプロ
セスを通じて社会的課題の解決に貢献していきます。

オリコのCSR

※1 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」
※2 日本経済再生本部「日本再興戦略」改訂2014－未来への挑戦－を基に、株式会社オリエント総合研究所にて作成
※3 6次産業化とは、1次産業（農林漁業）が経営を多角化すること

社会や人々に役立つ果実をつくる

少子化・高齢化、医療介護、経済、教育、環境など、私たちを取り巻くさまざまな社会的課題

現在

23％
2030年

50％～70％

新車販売に占める
次世代自動車の割合※2

現在

10兆円
2020年

20兆円

中古住宅流通・
リフォームの市場規模※2

現在

70万社
2020年

140万社

中小企業・事業者
の黒字化※2

現在

10万台超
2020年

140万台

エネファーム
普及台数※2

現在

1.9兆円
2020年

10兆円

農林水産業の
6次産業化の市場規模※２

現在

6万人
2020年

12万人

日本人留学生の数※2

現在

14万人
2020年

30万人

外国人留学生の数※2

現在

1.3千万人
2030年

3千万人

訪日外国人の数※2

現在

25％
2035年

33％
4人に1人

3人に1人

高齢者人口※1
（65歳以上）

現在

12兆円
2020年

16兆円

医療関連産業規模（医薬品・
医療機器・再生医療）※2

現在

5億円
2020年

500億円

ロボット介護機器の
市場規模※2

現在

4兆円
2020年

10兆円

健康増進・予防、
生活支援関連産業規模※2

現在

7.8千万人
2035年

6.3千万人

生産年齢人口※1
（15～ 64歳）

現在

69.5％
2020年

73％

女性の就業率※2
（25～ 44歳）

現在

7.5％
2020年

30％

指導的地位に占める
女性の割合※2

 新築住宅・ビルの
省エネ基準適合率※2

2020年をめどに

100％

※3
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数字でみるオリコ オリコは、お客さまや取引先、社員など
多くの人々に支えられています。

1.2兆円

29人

5万人

3.9兆円

SHOP

183人

万人

クレジットカード会員 
お客さまの多様な生活スタイルや価値観に対応する
さまざまなサービスを提供しています。 
※2015年3月末時点

974
単体取扱高 
流通を支え、人々の夢や豊かな暮らしの実現に
役立つ金融サービスを提供しています。
※2014年度

銀行保証残高 
全国の金融機関を豊富なノウハウでサポートし、
より幅広いお客さまのニーズに応えています。
※2015年3月末時点

学費サポートプラン利用者
入学から卒業まで、保護者とともに、
将来を担う世代の夢を応援しています。 
※2014年度

社内公募・コース転換に挑戦し、
実現した社員
社内公募、コース転換の制度を設け、
社員の自律的・主体的なキャリア形成を
支援しています。 
※2014年度

女性管理職
組織活性化を促す女性活躍推進に
取り組んでいます。
※2015年3月末時点
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約80分 31件

1.7億円

約96百万円

123人

約9.4千万枚

コンプライアンス啓発
全社員が定期的なコンプライアンス
e研修に取り組んでいます。 
※1人あたりの年間平均時間

社会貢献活動への支出
人・モノ・仕組みなど、オリコの資源を活かして
社会貢献につながる活動を行っています。
※2014年度

「Orico One Step Program」参加者
絵本の識字シール貼りやウォーキングなど、
身近でできる社会貢献活動に社員が参加しています。
※2014年度

コピー用紙の購入量
両面や2in1プリント、裏紙利用、
プリント出力の節約などで
紙の使用量削減に努めています。 
※2014年度

東日本大震災被災地への寄付
被災地の復旧・復興に向けて、
社員やお客さまとともに継続的な
支援に取り組んでいます。 
※2015年3月末時点

お客さまの声の実現
お客さまから寄せられたお問い合わせ、ご意見・ご要望などを、
業務改善や商品・サービスの企画・開発につなげています。 
※2013年4月～2015年3月

富士山の
約2.3倍

約9約

オリコのCSR
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創業以来これまでの60年間で培ったネットワークや金融サービスの提供を通じて、お客さまや市場のニーズに応えることはもちろん、
さまざまなステークホルダーとの関わりの中で、社会の課題解決に事業を通じて貢献することで成長してきました。

事業を通じた取り組み

さまざまなステークホルダーの声に耳を傾け、その期待や要請を認識し、
企業活動に反映していくことが重要と考えています。

現在の仕事に
直接関係がある相手など、
特定のステークホルダー

自分・自社

自分・自社 社会の発展
オリコの成長

社員・
従業員 顧客・

消費者

消費者団体

加盟店・
取引先

業界団体

マスメディア

政府・
官公庁・
自治体

将来世代

金融機関

求職者

労働団体

NGO・
NPO地域社会

学校・
教育団体

病院・
福祉施設

株主・
投資家

 オリコの基幹事業

 ステークホルダー

カード・融資事業

個品割賦事業（一例）

銀行保証事業

ポイント高還元、特長ある提携、ビジネス、バーチャルなど
多彩なカードを展開中です。
※2015年3月末時点

金融機関のリテール部門を強化する保証提携で
業界トップクラスの取引先数を有しています。
※2015年3月末時点

常に独自のサービスを開発し、
業界トップシェアを誇っています。

※2014年度の取扱件数を利用者数として表記しています。

エコ製品を含むリフォーム市場で、
マンションリフォームにも
参入を開始しました。

学校、教習所、資格など各種教育分野で
提携校を拡大中です。

約1,000種類

〈提携契約先〉

550金融機関

50万人 8.5万人 5万人

〈クレジットカード・ローンカード〉

  〈オートローン利用者〉 〈リフォームローン利用者〉 〈学費サポートプラン利用者〉

より幅広いステークホルダーと双方向に関わり合いながら活動することで、
新しい価値の創造や社会的課題の解決につながるビジネスの可能性が拡がる。

視野を広げ

9 Orico CSR Communication Report 2015



経済的な事情による就学の断念や、卒業後の奨学金滞納が社会問題となっ
ています。特に私立大学の自宅外通学者の場合、入学の年にかかる費
用は約300万円と世帯年収の3分の1を占め、家計の大きな負担になって
います※。このような情勢の中で、納付時期に合わせて迅速・安心・確実な入
金が可能な、学校指定の教育ローン「オリコ学費サポートプラン」は、家計状
況に合わせて選べる返済方法（定額・ステップアップ・親子リレー）を備え
るなど利便性の高い設計となっています。
※東京地区私立大学教職員組合連合「私立大学新入生の家計負担調査」2013年度

お客さま、提携先、当社が力を合わせて社会に貢献できるクレジットカード
を展開しています。お客さまはカードを利用するだけで負担なく気軽に社
会貢献でき、当社はお客さまのカード利用額に対し一定率を提携先の活動
を支援する寄付金として還元しています。1990年の日本野鳥の会カード
の発行を皮切りに福祉団体を中心に提携してきたほか、近年は企業と提携
し、共通の価値観で継続的に取り組む社会貢献カードも展開しています。

地域のランドマークである大型商業施設と周辺の交通網に着目し、電子マ
ネーや交通ICカードなど、日常生活に身近な機能を集約したクレジットカー
ドを展開しています。割引などの各種サービス特典のほか、カードの利用
に応じて還元するポイントを商業施設内で使える買い物券として利用できる
ようにすることで、お客さまには一層の利便性の提供を、提携先には集客や
消費の後押しを実現しています。また、交通ICカード機能の付加により、
公共交通機関の利用促進につながることも期待できます。

JRタワースクエアカード
クレジットカード、Ｋｉｔａｃａ、
ANAマイレージクラブ、ｉＤ、クイックペイ
（札幌駅総合開発株式会社）

ココカラーカード
クレジットカード、ｉＤ、
長崎スマートカード
（長崎自動車株式会社）

地域内経済の好循環を
生み出していく力

お客さまからの共感を、
社会貢献へ結びつける力

将来を担う世代の
学業を支えていく力

CASE

1

CASE

2

CASE

3

しんくみピーターパンカード
障がいや難病とたたかっている
子どもたちへの支援活動
（全国信用協同組合連合会）

ウルトラマンゴールドカード
東日本大震災で被災した
子どもたちへの支援活動
（株式会社円谷プロダクション）

スパリゾートハワイアンズカード
東日本大震災の復興支援活動
（常磐興産株式会社）

北海道・東北地区

275校
中部・北陸地区

510校

関西地区

473校
中国地区

149校

九州・沖縄地区

363校

四国地区

51校

関東地区

972校

学費サポートプラン提携校
※2015年3月末時点

2014年度ハイライト
「しんくみピーターパンカード」
● 寄付額29,406,444円 ※お客さまのカード利用額に対し0.5%を寄付金として還元、信用組合を通じて寄付
● 社会貢献型ビジネスカード（法人代表者、個人事業主向け）を発行開始

アタリ

アタリ

オリコのCSR
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社内提案制度への提案 事務局で検討 NPOに相談 地域の福祉団体
にも相談1 2 3 4

社員の気づき 活動の質・成果を高めるために 地域のニーズを聴く個人の気づきを会社の取り組みに

どこで： 
オリコ本社別館所在地（埼玉県ふじみ野市）

だれと： 
特定非営利活動法人CANVAS、地域の社会福祉
協議会、保育園・アフタースクール・幼稚園の子
どもたち、子どもたちの保護者を含む地域の方々

な　ぜ： 
地域で共生する企業市民として、地域の方々と交
流・対話する機会を創り出し、良好な関係を築け
るよう、適切なコミュニケーションを図っていくこ
とが、協調関係の強化につながるとの考えから

魅力ある企業づくりの一環として、社員の気づきやアイデアを
募る社内提案制度「オリコ未来箱」で、本社別館の社員通勤用バ
スを地域の子どもたちの絵で彩り、地域とのコミュニケーション
ツールとして活用してはどうか、という発案がありました。バスを
きっかけに地域への感謝を表わし、地域の一員として貢献してい
こう、という趣旨です。

地域の子どもたちにどのように絵を描いてもらうか、子どもの創造・表現活動のノウ
ハウに長けているNPOに相談し、企画から運営まで協働しました。

子どもたちが絵画を通して想いを表現する機会
と、その発表の場を提供させていただくことの
意義は大きいと思い提案しました。

カードオペレーションセンター  中田 恵五

子どもたちはもともと表現することが
好きですが、よりのびのびとお絵かき
に参加してもらえるよう努めました。
描いた絵がたくさんの人の目に触
れる、子どもたちにとっては誇らしく、
ご家族にとってもうれしい体験になっ
たのではないでしょうか。
特定非営利活動法人CANVAS
並木 江梨加 氏

地域福祉を推進する社会福祉協議会の後援により、お
絵かきワークショップを実施する保育園・アフタース
クール・幼稚園を紹介していただきました。

未来を担う子どもたちから発信された優しいメッセージ（絵）
がふじみ野市を巡回しました。企業の企画力と地域の方々
の創造力が協働して創りあげた「絆」は、私たちにとってか
けがえのない第一歩です。ありがとうございました。
社会福祉法人 ふじみ野市社会福祉協議会 
植草 英二 氏

かんじる
（導入）
人形劇で子どもたちの
モチベーションを喚起

つくる
（創造・表現）
絵を描く

つたえる
（体験の共有）
バスの出来上がりを
イメージ

ス
テ
ッ
プ
1

ス
テ
ッ
プ
2

ス
テ
ッ
プ
3

1人の社員の提案から始まった
「ラッピングバス・プロジェクト」実現までのプロセスを報告します。

事業を支える取り組み
～社員通勤用バスを、地域の子どもたちのキャンバスに～

〈お絵かきワークショップ〉
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1   300  ∞
1人の社員の想い 子どもたちの想い 地域のさまざまな人との絆

人 人

子どもたちの表現の場 地域連携バスの誕生 報告会・見学会

1日66便

5 6 7
子どもたちの想いを聴く 声を聴いて次のステップへ地域にもオリコにも新しい顔ができました

♪

“うれしい顔”をテーマに、約300人の子
どもたち一人ひとりの多彩な想いが描か
れました。先生方からは子どもたちの絵
を引き立てるためにベースにする色やイ
ラストのアイデアをいただきました。

こうして、小さなアーティストたちによるたくさんの“うれしい顔”を乗せて新たな
装いになったバスの完成報告会では、地域の方々から今後に向けたご意見を伺い
ました。社会福祉協議会の副会長からは、「今回のような取り組みを続けていく
ことで、オリコへの関心が高まっていくと思う。」とのコメントをいただきました。
後日、見学会を開催し、2日間で子どもたちの保護者を含む約330人が来館され
ました。

地域のPRマスコット普及にも役立つよう、
マスコットもデザインに組み込んで、4台の
バスそれぞれのデザインが出来上がりました。

子どもたちがよく手を
振ってくれたのでうれし
くなりました。ふじみ野
の方々に見守られてい
るような気持ちで、毎日
運転していました。

株式会社セーフティ  
松原 泰樹 氏

見学会
子どもたちからの
メッセージ完成報告会

ダンボールの
バスに絵を貼り
付けて、出来上
がりをイメージ

先生方と
デザインの
打ち合わせ

“うれしい顔”を描く子どもたち

今回連携・協働したオリコ本社別館所在地
での取り組みは、今後も地域の方々とともに
活動を継続していきます。

● 企画運営：
　株式会社オリエントコーポレーション、
　特定非営利活動法人CANVAS 
● 後援：
　社会福祉法人 ふじみ野市社会福祉協議会
● 協力：
　風の里保育園・風の里アフタースクール、
　かすが保育園、新双葉幼稚園、
　ふじみ野市観光協会

埼玉県
ふじみ野市
PRマスコット
「ふじみん」

オリコのCSR
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キャリア形成支援プログラム
●場の提供（キャリア研修等）
●ツールの提供 （社内外通信教育や社外派遣教育等の
  自己啓発プログラム）

異動・配置・ローテーション
職務経験の積み上げ

キャリアの実現

主体的な取り組み
個人の意欲・行動×職場や上司の支援・連携

OJT
仕事の遂行を通して自ら育つ

社員一人ひとりが力を発揮できる環境づくり

自律的・主体的なキャリア形成の支援

社内公募・コース転換に挑戦し、
実現した社員数（2014年度）

公正な機会提供のもと、高度な専門知識やスキル
の追求を支援しています。社員自らの意思・意欲
により働き方を変えることでキャリア形成に新しい
価値を創り出し、会社にとっても組織活性化など
新しい価値を生み出すことにつながっています。

自らの職務拡大や能力発揮を望む社員の意
欲に応えるために、社内公募の機会を年2
回設けています。
※社内公募制度：2011年まで年1回、2012年
　以降年2回

より広いフィールドでの多様な職務経験を望
む社員の意欲に応えるために、リージョナル
コース（地域職）からナショナルコース（全国
職）への転換の機会を年1回設けています。

●社内公募制度における配置転換者数

●人材育成の全体像

●コース転換制度における転換者数

29 人

人材こそ企業が成長するための原動力です。社員が力を発揮し安心して
働き続けられるよう、各種人事制度の充実を図るとともに、制度の理解と活用を促進し、
一人ひとりが働きがいをもって活躍できる環境づくりに取り組んでいます。

     社員が自分の能力や可能性を最大限に活かすことのできる会社へ

2010 2011 2012 2013 2014（年度）

（人）
20

10

0

9

5

17

14
12

2012 2013 2014（年度）

（人）
20

10

0

6

2

17

関連するトピックスと
データの中から一部
を報告します。

社 員
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14,159 作品

58 人

100 %

 女性活躍の促進
2014年4月に人事部に女性活躍推進チームを設置し、キャリア形成支援・
意識改革・ワークライフバランスを柱に取り組みを進めています。仕事と
育児の両立支援としては、管理職向けのガイドブックを作成し、休職前・復
職前の面談によるコミュニケーションや復職後の継続的なキャリア開発支援
を明確化しました。制度を利用する社員が復職後も最大限に力を発揮し活
躍できる環境の整備に取り組んでいます。また、女性社員のキャリア形成を
支援するカリキュラムを教育体系に追加し、キャリア研修と連動した育成を
進めています。

 ワークライフバランスの推進
働きやすい環境の実現に向けて、制度の充実や職場単位での協議・工夫に
より、定時退社のルール化や指定期間内での計画的休暇の取得推進など、
ワークライフバランスに取り組んでいます。今後は、総労働時間削減や男性
社員も含めた育児参加促進なども目標に加え、取り組みを進めていきます。

 家族とともに考える
【子ども・家族の職場見学】　家族に働くことへの理解を深めてもらうための
職場見学会を、2014年8月に各地で開催。創業60周年を記念して社員が
企画し、全社で約500人の家族が参加しました。参加者は「仕事している姿
を見てこれからは自分もいろいろ頑張ろうと思った」「働く姿や職場を見て、
あらためて感謝と尊敬の気持ちを感じ
た」など、心に残る1日になったようで
す。家族の絆を深め、特に子どもにとっ
ては社会・職業・仕事に対するイメージ
トレーニングにもつながる有意義な機
会だと考えています。

【人権意識の高揚】　人権啓発の一環として、2003年より毎年12月の人権
週間に社員・家族に人権啓発標語への応募を呼びかけています。2014年
は、応募作品から優秀な6作品を選出し、東京人権啓発企業連絡会が募集す
る人権啓発標語に応募したところ、「家族の部」において佳作に入選しました。

女性社員比率
（正社員）

女性管理職数

女性の育児休業
取得者数

取得率※

41.3 ％

183 人

人権啓発標語応募数

本社役員大会議室の見学

社内での表彰状授与式

「気にかけて　声かける　思いやりのかけ算は
 みんなが出来る満点笑顔」

【受賞者のコメント】
母からすすめられて小学1年生のときに初めて応募しま
した。両親は僕が理解できるよう人権について教えてく
れました。こうして人権について知ることができて、深く
考える機会を与えてくれたことに感謝します。

58.7％ 男性

41.3％ 女性

2012 2013 2014（年度）

（人） （%）
200

150

100

50

0

20

15

10

5

0

115

7.0 8.6
10.5

140

183
女性管理職（M職階以上）の数
女性管理職比率※

（年度）

910 766 702 584
385

905
1,057

1,103

1,908
1,686

1,927
2,226

141312111009080706050403

（標語数）
2500

2000

1500

1000

500

0

※女性管理職比率：管理職全体に占める女性管理職の割合

※育児休業取得率=

※2015年3月末時点

※2014年度

出産者の内、2015年3月までの育児休業取得者数
2013年4月～ 2014年3月の出産者数 ×100

報 告
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80

コンプライ
アンス

私たちの根底にあるコンプライアンス

コンプライアンス啓発の実施

オリコ社員全員が取り組むコンプライアンス
e研修時間
（1人あたりの年間平均時間）

関連法令の遵守や個人情報の取り扱いなど、
定期的なe研修により、コンプライアンス意識
の浸透・定着に取り組んでいます。

※研修内容によってはオリコグループ全体で実施

●自主点検の実施
適正な業務運営を確保するために、職場・個人
単位で自主点検を行っています。

自店検査
（各職場責任者が3ヵ月に1度実施）

コンプライアンスチェックシート
（全員が毎月実施）

●コンプライアンス意識向上の推進
コンプライアンスを正しく理解し、日々の業務
を行う中で常に確認するために、全ての役員・
社員に「コンプライアンス・チェック/オリコ・
ヘルプライン携帯カード」の携帯を義務付け
ています。

コンプライアンス・チェック
自らの行動をチェックし自省する５つの自問を
簡潔に記載しています。

オリコ・ヘルプライン
社内の違反行為等の発生または発生のおそ
れがあるときに通報する内部通報窓口を記載
しています。

●各種資格の取得推進
コンプライアンスを実践するための基礎とな
る各種資格の取得を推進しています。

資格保有者数（2015年3月末時点）

オリコグループは、法令だけでなく、社内の規程・規則や社会規範を守ることも含めて
コンプライアンスと定義しています。社会や人々に役立つ良い仕事の前提として、
一人ひとりが良識や責任感をもって行動することが、
不正や違反が生まれにくい健全な企業風土の醸成につながります。

 一人ひとりが相手の目線で考えられるコンプライアンス風土の醸成へ

分約

 例
● 個人の机中に、個人情報が記載された書類を保
管・放置していない。

● お客さまや加盟店と応対する際は、自分自身が会
社を代表する窓口であるという当事者意識を持っ
て応対している。

貸金業務取扱主任者 1,453人

個人情報取扱主任者 2,646人

コンプライアンス・オフィサー 1,842人

関連するトピックスと
データの中から一部
を報告します。
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 コンプライアンス・企業倫理の浸透
オリコグループは、全ての役員・社員がより高い倫理観をもって業務に取り
組むための行動規準「The Orico Group Code（オリコード）」を制定し、
公正な企業活動の推進に努めています。全社員対象の研修に加え、役員や
管理職、新入社員など各階層の特性に合わせた内容で集合研修を実施して
います。また、知識の習得だけではなく、実践力を培うために、日常業務で
起こり得る事例を基にした動画を、DVDや社内イントラネット内で共有して
います。

 相談・通報窓口の運営
社内で法的・倫理的に不適切な問題（不正・違反行為等）が発生または発生
のおそれがあるときに、早期に発見し適切な措置を取ることを目的として、
内部通報制度「オリコ・ヘルプライン」を運営しています。通報者の保護を
規定し、原因や事実調査の上で対策・検証を行っています。

 コンプライアンス意識調査の実施
社員の意識や会社・職場の改善すべき点を把握し、その後の取り組みに反映
させることを目的に、2004年より、約2年ごとにオリコグループ全社員を対
象とした「コンプライアンス全社アンケート」を実施しています。アンケートで
は、オリコードの理解やコンプライアンスへの取り組みなどの現状把握だけ
でなく、職場の環境・コミュニケーションや人権など、会社全体の成長のため
に必要不可欠なことを確認しています。2014年度は7,714人の回答を得ま
した（回答率91.9％）。調査結果の一例を挙げると、企業理念の理解（基本理
念やオリコードの理解等）に対しては高い理解度が示されました。一方、職場
間のコミュニケーションの状況（職場間の連絡・調整等）に対しては、問題意
識を持っていることが示されました。これらの調査結果を参考に、重要課題
を抽出し、改善に向けた取り組みを行っています。

 反社会的勢力との関係遮断への意識醸成と徹底
● 2014年3月、反社会的勢力の排除に向けた態勢強化について、全ての役員・社員
を対象に研修を実施

● 2014年12月、クレジットカード・融資商品における反社会的勢力に対する基本方針
について、全ての役員・社員を対象に研修を実施

● 2014年5月、12月、2015年2月、「オリコグループ コンプライアンス・トップセミナー」
を実施

今後もインフラ整備や社内教育などにより、反社会的勢力に対するさらなる
態勢の強化を図っていきます。

コンプライアンス推進体系
社員の日常業務において、以下のようにコ
ンプライアンスを推進しています。
社内規程・規則や手続きを正しく理解し、
ミスや不正を防止するための仕組みの整
備と浸透を図っています。

基本理念
「信頼関係を大切に」

社員の日常業務

自
主
点
検
の
実
施
、処
理
結
果
の
確
認（
検
印
の
実
施
）

社内手続き
「オリコルールブック」
法令遵守等を実践するための
具体的な手続き
私たちにとっての「法令遵守」とは－
定められた手続きに則って事務
処理や商品・サービスの企画を
行っていくこと

社内規程・社内規則
関連法令に加え、業界団体の自
主ルール等を遵守するための社
内ルール

社会規範
ルールとして明確
でなくても、社会の
一員、一人の生活者
として皆が期待し
ている常識・良識
（交通マナー、挨拶
等）

関連法令
明確に定められて
いるルール
（割賦販売法、貸金
業法、個人情報保
護法等）

社員の行動規準「オリコード」
組織は多くの人、多くの個性で
成り立っているため、共通の認
識や価値観、ルールが必要

行動指針

2000年10月オリコードの制定

報 告
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お客さま
お客さまに快適にご利用いただくための取り組み

「お客さまの声」を実現する取り組み

お客さまの声を反映して改善した件数
（2013年4月～2015年3月）

2013年4月に策定した「CS向上宣言」に基づき、
お客さまから寄せられたさまざまなお問い合わ
せ、ご意見・ご要望などを貴重な「お客さまの声」
として、業務改善や商品・サービスの企画・開
発に反映する取り組みを進めています。

●オリコのCS向上宣言
　（全社員が目指すべき方向性）

１.出会いの“瞬間”を大切にし、お客さまの声
に真摯に耳を傾けます

２.お客さまに真心を込めて、“笑顔・笑声（え
ごえ）”で応対します

３.より良い商品・サービスの提供を通じて、
お客さまの“もっと”の声に応えていきます

※笑声（えごえ）は、笑顔が見えるような声という意味の
　造語です。

これまでにお客さまの声を反映して改善した31件の内、3つの事例をご紹介します。
（2013年4月～2015年3月）

今後も、お客さまの声を起点としたCS向上活動に取り組んでいきます。

●「お客さまの声」に基づいた改善事例

より安全で安心、便利な商品・サービスを提供できるよう、
さまざまな取り組みを行っています。お客さまとのコミュニケーションを通じたCS向上活動では、
お客さまの声を商品・サービスの企画や改善に活かすよう努めています。

便利な金融サービスを、より確かな安全と安心のもとに提供し続けることで、
お客さまの「かなえる」を後押しできる会社へ

件

CS啓発ポスター

オリコカードセンターの音声ガイダンス
を、もっと分かりやすくしてほしい。

オペレーターと話したいが、どの番号を
選択すればいいか分からない。

長期間使用していないクレジットカードに
ついて、カードは手元に無く返却できな
いが、契約終了を証明する書面がほしい。

オートローン完済時の所有権解除につい
て詳細を知りたい。

Webサイトでオートローンの所有権解除
手続方法を確認できるようにしてほしい。

オペレーター対応の有無など最適なお手
続方法を選択しやすいように音声ガイダ
ンスを改訂しました。

Webサイトで情報を探しやすいように
「お客さまサポート」のページを改訂し、
必要書類やお手続方法をご確認いただ
けるようにしました。

クレジットカード契約終了を証明する書面
の発行基準を一部見直し、今後も明らか
に売上が発生しない状態になっている場
合は、カードをご返却いただかなくても契
約終了通知を発行できるようにしました。

お客さまの声 改善結果

関連するトピックスと
データの中から一部
を報告します。
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よ
り
良
い
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

お客さまとの
双方向コミュニケーション

体制の確立

 CS意識の醸成
CSの基本的な考え方を理解するためのe研修のほか、DVD視聴や社員同
士の意見交換など「気づき」を大切にしたCS研修を実施しています。今後も
継続的な啓発を行い、社員一人ひとりが自らの業務で取り組むことができる具
体的行動を考え、お客さま応対の品質を高めていくことを目指します。

 お客さま情報の保護
利用目的を明示し、お客さまとの連絡やサービス提供のために必要な個人
情報を取得・保有しています。保有する個人情報は、社内規程に則り適切に
取り扱っています。また、より高いセキュリティレベルで保護・管理するため、
個人情報の取り扱いに関する認定制度「Pマーク」を取得し、クレジットカード
の国際セキュリティ基準「PCI DSS」準拠認証取得の拡充を進めています。

 クレジットカードの安全性確保
不正検知システムの導入により、24時間365日体制でクレジットカード取引
情報の監視を行っています。あらかじめ不正使用のパターンを分析し、もし
不正が検知された場合はカードの利用を保留した上でご本人確認を行い、不
正使用を未然に防止する対策を実施しています。
このほか、提携先とのデータ授受における情報暗号化や本人認証サービスの
導入など、カード情報の取り扱いに関するセキュリティ対策に加え、今後はIC
カード化の拡大など、より安全性の高いサービスを提供していきます。

 知識の普及・啓発活動
クレジット債権管理士の上級資格であるクレカウンセラーは、クレジットに関
する相談やカウンセリングにおけるエキスパートです。クレカウンセラー資格
認定試験に合格した社員は、社内のアドバイザー的役割を果たすとともに、
日本クレジット協会のクレカウンセラー講師派遣制度により、各地の消費生活
センターや専門学校などに講師として
派遣され、クレジットに関する正しい
知識の普及・啓発に努めています。

 快適な申し込み環境の整備
どなたでもスムーズにご記入いただけるタブレットやパソコン端末の導入を
拡大しています。社内モニターを募集し、端末の操作性や画面の見やすさな
ど実際にご利用いただくお客さまの目線から評価を行い、サービスの開発・
改善につなげています。また、紙の申込書については、ユニバーサルデザイ
ンを取り入れたことで外部認証機関（一般社団法人ユニバーサルコミュニ
ケーションデザイン協会）から、見やすさ・分かりやすさ・伝わりやすさを評価
する認証を取得しており、今後順次改訂を進めていきます。

社員による「クレジットカードの仕組みと賢い使い方」
の講習会
（2014年10月岩手県久慈市消費生活センター）

CS向上活動推進体制

オリコ

お電話
メール
お手紙など

加盟店 社員の
気づき

報 告

お客さま応対品質の向上
（お客さまと直接接点のある部分）

お客さま視点による組織・
システムの構築

商品・サービスの開発・改善
（モノ・サービスを介して接点の
  ある部分）

お客さまの声を集める仕組み
のさらなる進化

お客さまへ発信する仕組みの
さらなる進化

お客さまの声や潜在的な期待を、事業戦略
への反映やお客さま応対品質の向上につ
なげていくために、全社横断的な組織体制
を構築しています。CS向上委員会の下に
課題ごとに検討部会を設置して、CS向上
への取り組みを進めています。

お客さま

18Orico CSR Communication Report 2015



96

社員やお客さまと一体となって行う社会貢献

社会への還元

社会貢献活動支出額
（2014年度）

人・モノ・仕組みなど、オリコの資源を活かして
社会貢献につながる活動を行い、企業市民とし
ての役割を果たしたいと考えています。

※社会貢献活動支出額は、オリコ単体で、一般社団法
人日本経済団体連合会の1％クラブの集計基準を参
考に集計しています。

●「オリコグループ社会貢献ファンド」支出額

2012年4月に設立した「オリコグループ社会貢
献ファンド」は、社員が自主的に参加する継続募
金です。毎月の給与天引きで1口100円（口数
任意）から参加でき、会社は参加社員1人に対し
100円を加算して積み立てています。年1回、
社員の投票による選択に基づき、災害や子ども
の育成など資金を必要とする状況にある団体に
寄付しています。

● 2013年7月　東日本大震災支援として450万円 
（あしなが育英会300万円、日本赤十字社150万円）
● 2014年9月　広島市豪雨災害支援として100万
円、東日本大震災支援として600万円（あしなが
育英会300万円、日本赤十字社150万円、フロー
レンス150万円）
※このファンドの支出額は、上記の「社会貢献活動支出
　額」には含まれていません。

●「Orico One Step Program」参加者数

創業60周年にあたる2014年の8月に社内
イントラネット内に開設した「Orico One 
Step Program」は、社員の社会貢献活動を
会社が後押しする仕組みです。自宅で家族と
一緒にできる活動や団体で参加できる活動な
どさまざまな活動情報を紹介しています。積
極的に参加しやすい職場風土と一体感の醸成
のために、“参加者の職場にもちょっと良いこ
とがある”というコンセプトで、活動後に参加
者の職場にポイントを付与し、職場単位でお
菓子など約9,000種類の商品や寄付などに
交換できる「Orico☆コミュニケーションポイ
ント」を設けています。

オリコグループは、社会の一員である企業市民として社会や地域に貢献することを
目指しています。地域団体やNPOなどの外部組織とも連携しながら、
社員一人ひとりの自主的・能動的な社会貢献活動を支援しています。
活動を通じて、さまざまな社会の課題やニーズへの気づきにもつながると考えています。

 社会の課題やニーズに寄り添ったきめ細かな活動を

百万円約

1,150 万円 123 人

社会貢献活動支出額の内訳

「Orico One Step Program」 ロゴマーク

14.5％ 
災害被災地支援 

55.9％ 
各種社会貢献
活動支援
（社会貢献カード）

1.1％ その他 
0.6％ 社会福祉
7.1％ 
地域社会の活動

20.8％ スポーツ

関連するトピックスと
データの中から一部
を報告します。

社会貢献

プログラム名称の趣旨：
「社会のために何かしたい」と思っている社員に、
一歩踏み出して行動できるよう会社が後押しする。

※2015年3月末時点 ※2014年度
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 社員・家族のボランティア活動
2011年11月以降、宮城県本吉郡南三陸町を中心
に社員・家族のボランティア活動を継続し、漁業・農
業や清掃など、その時々で人手が必要とされる作業
の手伝いをしています。活動に必要な費用を会社が
負担することで、社員の参加を後押ししています。

 社員食堂での東北応援メニュー
2011年10月以降、食の面での東北応援策として、岩手県・宮城県・福島県
の野菜や畜産物を使用したメニューを、本社ビル・本社別館・鶴ヶ島ビルの社
員食堂で定期的に提供しています。2013年度からは、毎月11日に実施して
います。

 マッチングギフト
カード会員のお客さまからお寄せいただいたポイントにオリコが同額を加算
して、2つの団体（あしなが育英会、日本赤十字社）に寄付しています。

 子どもたちを育む“みんなに笑顔を”プロジェクト
将来を担う被災地の子どもたちに夢と元気を届けるために、プロサッカー選手
の中澤佑二氏（横浜F・マリノス）がオフの合間に一個人として活動している
プロジェクトです。その想いに共鳴し、2012
年9月から、社員・家族がボランティアとして
ミニサッカー運営の手伝いやクイズゲームな
どを行いながら、一緒に活動しています。

東北への継続的な支援

～つながる活動（宮城県宮城郡七ヶ浜町）～
2014年、中澤選手が率いる“みんなに笑顔を”プロジェクトの活動で、被災農地の整
地と種まきをし、その後、社員・家族ボランティアで収穫を手伝いました。

「第6回“みんなに笑顔を”プロ
ジェクト」 中澤選手と社員・家族
ボランティア16人で農園の整地
とねずみ大根の種まきに参加

8月31日の活動に参加した
近隣在住の社員が農園の様
子を観察

社員・家族ボランティア10人
が、ねずみ大根の収穫に参加

お客さまからの

￥1,000
（200ポイント）

オリコからの

￥1,000
計￥2,000
被災地支援へ+ =

社員食堂での東北応援メニュー

“みんなに笑顔を”プロジェクトへの
社員・家族のボランティア活動参加

ボランティア活動への参加理由

1.7 億円

21回196 人

15,011食

8回75 人

41種類

※2015年3月末時点

※2015年3月末時点

※2015年3月末時点

8
31

10
3

11
6

11
15

10％ 
地域に行かな
くても貢献で
きる活動

8％ 
地域の方との
交流の充実

11％ 
参加費用への会社支援

7％ 
地域に関する情報の充実

今後のボランティア活動継続に必要だと思うこと

23％ 
仕事の調整・
時間の確保

20％ 
職場の理解

15％ 
ボランティア
特別休暇の継続

6％ その他

1％ 
参加費用が会社負担だから

38％ 
地域の現状を知る

54％ 
地域再生の手伝い

4％ その他

3％ 
誘われたから

内、マッチングギフトの寄付完了額 8千万円

報 告

東日本大震災被災地への寄付完了額

社員・家族のボランティア活動参加
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加盟店との公正で良好なパートナーシップ

社員の財務分析力の研鑽

「財務分析（実務者編）」修了社員数
（2015年3月末時点）

公正な取引の推進に必要な財務分析の手法を身に
付け、業務に役立てるため、社員が自主的に選択す
る公募型の社内通信教育を実施しています。実際
の決算書と分析ツールを用いて、決算書を読み解
く実践力を培っています。

お客さまに安全で安心な金融サービスを提供し続けるために、加盟店との取引に関する
基準や考え方を明確にして、公正な取引を推進しています。
パートナーとして信頼関係を育み、お客さまニーズの実現による共存共栄を目指しています。

協働による価値創造と、その先のお客さまニーズの実現へ

人

 パートナーをよく知るための知識習得
公正で良好なパートナーシップを築くためには、消費者保護のためのより精
度の高い加盟店管理や適正な与信判断のためだけでなく、加盟店が抱える
課題にアドバイス・支援できる財務分析力が必要です。社員の財務分析力向
上のために、「財務分析（実務者編）」を実施しています。研修の各節で理解
度確認テストを行い、合格者のみが次の段階に進める、実践力を重視した形
式です。これまでの参加者の内、2014年度は36人、累計212人が理解度
テストに合格し、業務に役立てています。

 加盟店満足度調査※の実施
クレジットセンターで展開している電話応対品質向上の取り組み「S・S
（スピード＆スマイル）運動」で継続的に「改善・評価・検証するサイクル」
を繰り返し、加盟店の声をお聴きする満足度調査を実施しています。いただ
いたご意見やご要望は経営層を含む関係者で共有し、各クレジットセンター
で工夫しながら改善に取り組んでいます。

※加盟店満足度調査：全てのクレジットセンターの電話応対に関する7項目への満足度や要望事項につい
て調査し、平均値を算出しています。2014年9月は約1,600社から回答をいただきました。この分析
結果は、電話応対や体制の改善などにつなげていきます。

加盟店満足度評価推移（4ポイント制）

回答の分かりやすさ
言葉遣い・話し方マナー
心のこもった対応
回答や問題解決までの速さ

第1回
(2012.03)

第2回
(2012.09)

第3回
(2013.03)

第4回
(2013.09)

第5回
(2014.03)

第6回
(2014.09)

3.50

3.00

3.153.083.143.123.123.04
2.50

総合的評価
電話に出る速さ
最初に出た担当者の理解度
担当者につなぐまでの速さ

2011年度に集合型研修として開始。2013年度
からは、より多くの社員が財務分析手法を習得で
きるよう、e研修を使った公募型通信教育で実施。

加盟店

関連するトピックスと
データの中から一部
を報告します。
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9.4

身の回りの省エネ・省資源

業務に伴う紙の使用

コピー用紙の購入量
（2014年度、在庫分含む、A4換算枚数）

2014年度にオリコ全社で購入したコピー用紙を
A4に換算し積み重ねた高さは、約8,486mとなり、
2013年度よりやや増加傾向にあります。今後も
両面や2in1プリント、裏紙の利用、プリント出力
の節約など工夫し、紙の使用量を減らすよう努め
ます。

事業活動に伴う環境負荷や資源利用を少しでも抑えるために、
身の回りのできることから取り組んでいます。クール＆ウォームビズの全社実施や
照明の間引き、事務機器類の省エネモード設定など、省エネ・省資源を促進しています。

身近なところで工夫して、省エネ・省資源の継続を

千万枚

 社用車両の低燃費車への切り替え
CO2排出量削減策の一環として、営業など社用車両を低燃費車※に順次切り
替えています。2015年3月末時点で、社用車総数1,087台の内、約29％
にあたる311台を切り替えました。
※JC08モード燃費30.0km/ℓ以上の車両（プリウス、アクセラハイブリッド、ミライース、アルト等）

 事務用品の社内リユース
社内提案制度「オリコ未来箱」への提案により、再利用が可能な事務用品
を社内で融通し合う仕組み「オリコエコ倶楽部」を、2014年8月に本社
ビル内で開始しました。社内の各部署で保管している事務用品の有効活
用を促し、コスト削減につなげることが狙いです。

 消耗品のリサイクル
プリンタなどの消耗品であるトナーについて、リサイクルトナーを使用し
ています。リサイクルトナーは、1本のトナーカートリッジを通常5回程
度繰り返し再生して使用するため、カートリッジの廃棄を削減できます。

約

「オリコエコ倶楽部」利用件数

リサイクルトナー使用本数

179件

富士山の約2.3倍
（A4換算、500枚＝約4.5cmとして）

8,078本

コピー用紙の購入量（在庫分含む、A4換算枚数）
2013年度　93,774,475枚
2014年度　94,288,400枚

※2014年度、オリコ全社の主要なプリンタなどで
　使用したリサイクルトナー

※2014年度

環 境

関連するトピックスと
データの中から一部
を報告します。

報 告
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CSR活動推進状況の報告と今後の計画

活動推進状況の報告

現状の取り組みレベルを把握・可視化し、社会が求めるレベルに対応できているかを確
認して課題整理をするために、社会的責任に関する国際規格であるISO26000（※下記参照）
をツールとして活用しました。
当社の事業特性を踏まえ、ISO26000の7つの中核主題に基づいたオリジナルチェッ
クリスト（185項目）を作成しました。

● ISO26000の中核主題別にみると、「労働慣行」「消費者課題」は実質的に対応している内容が多かったものの、一部の項目で質
的なレベルアップが必要であることが分かりました。「コミュニティへの参画・コミュニティの発展」「環境」は、未対応の項目も
あり、個別の課題に対して優先順位と対応策を検討する必要があることが分かりました。

● 守りと攻めの観点でみると、「守りのCSR」については一定水準で対応しており、「攻めのCSR」は今後対応を強化していく必要
があると分かりました。

● 自己評価結果に基づいて、外部有識者（CSR専門家）による客観的な立場からも評価を行いました。

チェックリストの各項目に関係する部署ごとに、現状把握・確認および評価を行いま
した。
短期的・長期的な課題認識を含め、これまでのCSR活動を、
● 対応できている  ● 一部対応できている  ● 未対応  ● 非該当
の4段階で評価する量的判断に加え、目標達成度を評価する質的判断を行いました。

ISO26000 について
企業だけでなく、あらゆる組織に共通する社会的責
任に関する国際規格として、約100カ国の代表が
策定に参加し、2010年11月1日に国際標準化機
構により発行されました。認証を目的とした品質管
理に関するISO9000や環境マネジメントに関する
ISO14000とは異なり、ガイダンス規格（手引き）と
して、7つの中核主題から成り立っています。2012
年5月には、JIS（日本工業規格）化されました。

社会的責任の原則

説明責任 ／ 透明性 ／ 倫理的な行動 ／
ステークホルダーの利害の尊重 ／ 法の支配の尊重 ／
国際行動規範の尊重 ／ 人権の尊重

当社は、コンプライアンスやリスクマネジメントをはじめ、人権・労働問題への取り組み、企業市民活動など
さまざまなCSR活動を実施してきました。
将来に向けて社会とともに持続的に成長していくために、より幅広いCSR活動の実践を目指し、
取り組み内容の改善を図っていきます。

下記手法により、CSR活動の核となる重点テーマを選定しました。

チェックリストの作成

現状把握・確認および評価の実施

［ 自己評価結果 ］

［ 外部評価結果 ］

プロセス 1

プロセス 2

社会的責任の中核主題

コミュニティへの参画
コミュニティの発展

消費者課題 組織統治

公正な
事業慣行

環  境

労働慣行

人  権
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ISO26000 中核主題への対応状況  （オリジナルチェックリスト185項目より一部抜粋）

中核主題 自社の責任・課題において遂行すべき活動 取り組み内容

組織統治

CSRに関する社員の理解・
意識の向上 CSRレポートの発行や社会貢献プログラム等の拡充によりCSRへの理解向上を図っていく。

事業継続計画の策定および定期的な
シミュレーションの実施 事業継続管理規程に基づいて計画書を策定し、定期的に研修や訓練を実施している。

人　権

人権に関する報告・相談窓口の整備 人権侵害に対する通報窓口（オリコ・ヘルプライン）や、外部相談窓口（こころとからだのサポー
トダイヤル）を設置し、対応策や改善措置を講じている。

人権啓発の実施 新入社員や管理職等の階層別に実施する人権啓発研修のほかに、全社員に対して職場内研修を
継続的に実施している。

労働慣行

多様性の推進
女性活躍の環境向上を目指し、女性活躍を促進する専任チームを設置してキャリア形成支援や
意識改革に取り組んでいる。
障がい者雇用については、法定雇用率以上の採用活動を適宜実施している。

ワークライフバランスの推進 公私の充実を図るため、計画年休制度による有給休暇の取得奨励や労使間の労働時間に関する
協議会の定期開催、育児・介護等に関する各種制度を整備している。

職場の労働安全衛生の確保 労働安全衛生法に基づき、衛生委員会を運営して社員の健康や職場環境の向上に取り組んでいる。

環　境

持続可能な資源の利用促進 不要になった什器のリサイクル業者への売却や、リサイクルトナーの採用、事務用品を融通し合
う「オリコエコ倶楽部」の運用等を行っている。

省エネルギー活動の推進 適切な室温管理や社用車両の低燃費車への切り替え等を実施している。

生活環境の保全 帰宅困難者対策組織への参画や、町内会等への加入等により、周辺住民との融和を図っている。

公正な
事業慣行

不正防止体制の整備 社員の行動規準となる「オリコード」を制定。内部監査や自主点検を定期的に実施している。

社員のコンプライアンス意識の向上 毎月のコンプライアンスチェックシートによる自主点検や定期的なe研修等、法令遵守の意識浸
透・定着に取り組んでいる。

個人情報の保護
個人情報保護に関する社内規程・規則を策定し、社内手続き（オリコルールブック）に基づき管理
している。また端末操作利用状況のモニタリングを実施し、適正な情報取り扱いの遵守の徹底
を図っている。

消費者課題

カードの安全性確保 カード取引情報を監視し、不正を検知した場合は使用を保留し本人確認を実施、不正使用の防
止に努めている。データ授受の暗号化や本人認証サービスの導入等に取り組んでいる。

クレジットポリシーの明確な提示 申込書に契約概要の説明書面を設け、消費者に交付している。
また、オンライン申し込みにおいては、理解しやすい画面構成となるよう配慮している。

クレジット分野の知識普及活動の推進 日本クレジット協会のクレカウンセラー講師派遣制度により、各地の消費者センターなどで行わ
れる講座に講師として赴き、クレジット知識の普及・啓発に努めている。

苦情および紛争解決に向けた体制整備
苦情が発生した場合、専用のシステムで記録・報告・保存を行い、苦情内容に応じて担当部署
が必要な措置を講じている。
頻度の高い情報に関してはCS向上委員会に報告し、改善に取り組んでいる。

コミュニティへの
参画・

コミュニティの発展

社員へのボランティア機会提供 社内イントラネット内に社会貢献活動を紹介するプログラムを設置し、社員の活動参加を支援
している。

東日本大震災被災地への支援 定期的な社員・家族のボランティア派遣や社員食堂を活用した東北応援メニューの提供、
カード会員のポイント寄付へのマッチングギフト等を行っている。

地域社会とのパートナーシップ カード事業において社会貢献カードを発行、収益の一部を地域社会の各種団体に還元している。

今後のCSR活動
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プロセス2の外部評価結果も参考にしながら、当社の経営目標や事業特性、各項目
に関係する部署の使命に照らして、優先的に取り組んでいくべき37の課題を抽出し
ました。

● オリコへの影響度：理念との整合性や事業との関連性を踏まえ自己判定
● 社会・ステークホルダーへの影響度：外部有識者により、ステークホルダーの視点から判定 

抽出した37の課題について、当社と社会・ステークホルダーの双方の視点から、
それぞれへの影響度を判定し、マッピングしました（下図参照）。

課題の抽出

課題の整理

プロセス 3

プロセス 4

マッピング結果から当社と社会・ステークホルダーの双方に影響度の高い課題を集約し、
現時点において優先的に取り組むべきCSR重点テーマとして「CSR推進体制の確立」と
「社会・環境問題への対応」を選定しました。

重点テーマの選定

プロセス 5

抽出した課題のマッピング結果

高い

高い

社
会
・
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
へ
の
影
響
度

オリコへの影響度

●社会・環境問題への対応

●CSR推進体制の確立
（PDCAサイクルの組織浸透、
 重点テーマの選定等）
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中期経営計画期間におけるCSR活動のロードマップ

■今後の計画

中期経営計画開始年度 中期経営計画最終年度

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

    Phase 1

● ISO26000チェックリスト
 （185項目）のPDCA
  サイクル開始
● 重点テーマへの
  取り組み開始

    Phase 2

● PDCAサイクルの確立・組織浸透
  ※継続的な改善・評価・検証の実施
●CSR取り組みの拡大
●グループ会社への展開

    Phase 3

● 取り組み課題の見直しと
　次期ロードマップの策定
● 次期経営計画との
　連動に向けた準備

● 社会からの期待や事業環境・外部環境などの変化とともに、必要に応じて見直し（継続、追加、変更）を行い、
　 取り組み内容の改善を図っていきます。

今後のCSR活動

CSR推進体制の確立重点テーマ 1 社会・環境問題への対応

社員一人ひとりの活動

ISO26000チェックリストの活用 少子化・高齢化への取り組み

継続的な改善・評価・検証の実施 社会貢献活動の推進

定期的なCSRレポートの発行  等 NPOや地域との連携・協働  等

「CSR推進体制の確立」に向けて、ISO26000をガイドライ
ンとして補完的に活用します。ISO26000が提起する社会
的課題を当社の経営目標や事業特性に照らして考慮すべ
き内容を検討しながら、PDCAサイクルの組織浸透を推進
していきます。

～さまざまなステークホルダーと双方向の関わりで進めるCSR～

「社会・環境問題への対応」に関連する課題について、
関係部署と連携して十分な議論を行い、主要取り組み指標
（KPI）を設定の上で具体的な取り組みを進めていきます。

重点テーマ 2

顧客・消費者

金融機関

加盟店・取引先 政府・官公庁・自治体

地域社会・将来世代 社 員

株主・投資家 
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