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オリコの事業と社会とのかかわり

07 08

　社会への価値提供を念頭に置いた企業活動を実践するために
は、まず、「社会環境」「事業環境」を的確に捉えることが重要だと
考えています。 調査研究だけではなく、ステークホルダーとの対
話を通じて課題を認識し、事業に反映させることが、ステークホル
ダーの皆さまと良好な関係を構築することに結びつきます。 各事業
の商品・サービス（P.14～16）も、このような考えのもと生まれてき
ました。
　リスクは適正にマネジメントする一方で、機会を生かして新しい
商品の開発に挑戦していくことが、社会への価値提供、ひいては
オリコの社会との共生、持続可能な発展へとつながると考えてい
ます。

事業／社会環境の動向
◎東京オリンピック・パラリンピック開催
◎訪日外国人増加
◎地方創生
◎介護問題
◎少子高齢化
◎地球温暖化
◎新エネルギーの開発
◎電力の小売自由化開始
◎社会インフラの老朽化
◎女性活躍推進法施行
◎待機児童問題
◎産業の新陳代謝の促進
◎食の安全・衛生管理　　　　　            等

機会とリスク
◎東京オリンピック・パラリンピックを
　踏まえた訪日外国人対策
◎若者の車離れ
◎省エネルギー・再生可能エネルギーの拡大
◎空き家問題の深刻化
◎シェアリングエコノミーの台頭
◎本格的なICT社会の到来
◎ヘルスケアビジネスの拡大　　　　　  等

オリコの主力事業 ～お客さまの“かなえる、のそばに。”～

銀行保証事業 個人融資を縁の下から支え、さらに社会課題解決型の商品開発へ

　銀行保証事業は、大手金融機関や地方銀行などの個人
向け融資の審査・保証業務です。 2016年3月末現在、提携
金融機関数は564行、銀行保証残高は約1兆3,000億円と
なっています。 30年以上にわたって確かな実績を築いてき
たオリコの銀行保証事業の特徴は、それぞれの金融機関
や提供される地域ごとに異なるニーズにきめ細かく応えて
きたことです。 その中でも「災害復旧ローン」や「シルバーラ
イフローン」、「空き家解体ローン」については、オリコの認
識する社会課題やリスクに合致する保証商品になります。 
一見すると社会から見えにくい銀行保証事業ですが、さら
なる需要増とニーズの多様化が予測されている個人向け融
資の市場で、これまで培ってきたノウハウを生かし、今後も
成長を続けていきます。

■事業収益内訳
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詳しくはP.16をご覧ください

■オリコとお客さまとの関係

2016年3月期
連結損益計算書より

個品割賦事業 多様化する社会的ニーズに応じ、柔軟な事業を推進

　2016年3月末現在、個品割賦事業は78万店超の加盟店
数と1兆6,000億円超の取扱高で業界トップクラスの規模
を誇ります。 信販業界で最も早く手がけたオートローンや、
多様化するニーズに応えるオートリース、年々家計を圧迫す
る教育費への資金需要に応える学費サポートプランなど、
消費者ニーズがさらに多様化・多極化していく中で、新しい
商品の開発に取り組んできました。 
　特に、30年以上にわたる経験を通して、ご利用者から寄
せられる一つひとつの意見・要望をもとに多彩な支払手段
を提供してきたことが特徴です。
　社会・環境動向を的確に捉え、常にお客さまのニーズや社
会に根ざした事業の推進に努めています。

詳しくはP.15をご覧ください

■オリコとお客さまとの関係

カード・融資事業 インフラ機能としての役割と責任で、地域へ貢献

　訪日外国人の増加や2020年の東京オリンピック・パラリ
ンピック開催の決定などを背景に、クレジットカードやプ
リペイドカードをはじめとするキャッシュレス化に向けた
各種インフラが整備され、市場は拡大を続けています。 オ
リコでは高いポイント還元率を実現したプロパーカード
「Orico Card THE POINT」や多彩な提携カードの発行、
安全な決済ソリューションの提供などにより、安心で便利な
消費生活を支えるインフラの一翼としてカード事業を展開
しています。
　地方自治体とも連携し、大都市圏だけでなく、さまざまな
地域の振興および地方創生にも貢献するべく、事業を通じ
て広く社会と地域を支える取り組みを行っています。

詳しくはP.14をご覧ください
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