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数字でみるオリコ

お客さまのニーズに応え、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。

本レポートは、オリコのCSR（Corporate 
Social Responsibility：企業の社会的責
任）に対する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
を報告することで、ステークホルダーの
皆さまとのコミュニケーションを深めて
いくことを目的としています。

●報告対象期間：2015年度（2015年4月
　1日～2016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：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。

兆円

万人 5
オートローン利用者数

全国の金融機関を豊富なノウハウでサポートし、幅広いお客さ
まのニーズに応えています。

銀行保証残高

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。

学費サポートプラン利用者数
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編集方針

発行年月
2016年6月
次回発行予定
2017年6月
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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。

http://www.orico.co.jp/company/csr/
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女性社員が持てる力を最大限に発揮で
きる組織風土醸成に取り組んでいます。

女性
管理職比率

16
組織活性化を促す女性活躍推進に取り
組んでいます。

支店長クラスの
女性人数

人91 66
58

使用済み切手集めや震災追悼の絵灯篭
づくりなど、身近でできる社会貢献活動
に社員が参加しています。

人・モノ・仕組みなど、オリコの資源を生
かして社会貢献につながる活動を行っ
ています。

社会貢献プログラム
参加社員数

社会貢献活動への支出

15人

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。

社内公募・
コース転換社員数

千万枚約9.5
ペーパーレス会議や電子文書の共有化
により、紙の使用量削減に努めています。

コピー用紙の購入量

人

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

※1

※1

※3※3

※3993万人

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。

クレジットカード会員数

※3

※2※2

※1 2015年度実績
※2 2015年度の取扱件数を利用者数として表記
※3 2016年3月末時点

百万円
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百万円
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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。
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※1

兆円

約

約内・寄付額



1.31.313
15.3

01 02

50

数字でみるオリコ

お客さまのニーズに応え、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。

本レポートは、オリコのCSR（Corporate 
Social Responsibility：企業の社会的責
任）に対する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
を報告することで、ステークホルダーの
皆さまとのコミュニケーションを深めて
いくことを目的としています。

●報告対象期間：2015年度（2015年4月
　1日～2016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：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。

兆円

万人 5
オートローン利用者数

全国の金融機関を豊富なノウハウでサポートし、幅広いお客さ
まのニーズに応えています。

銀行保証残高

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。

学費サポートプラン利用者数

数字でみるオリコ

トップメッセージ

経営とCSR

オリコの事業と社会とのかかわり

CSRマネジメント

社員座談会：私たちにとってのCSRとは？

本業を通じて社会に提供する価値

お客さまとのかかわり

加盟店さまとのかかわり

社員とのかかわり

社会とのかかわり

環境とのかかわり

コーポレートガバナンス

コンプライアンス

リスク管理

人権の尊重

02

03

05

07

09

11

14

17

18

19

21

22

23

24

25

26

個品割賦事業／カード事業／銀行保証事業

編集方針

発行年月
2016年6月
次回発行予定
2017年6月
発行部署
株式会社オリエントコーポレーション
経営企画グループ 広報・宣伝部CSR推進室
TEL：03-5877-5351
FAX：03-5877-5079
E-mail：csr@p.onet.orico.co.jp

Webサイトと社内掲示板でも随時情報発信しています。

http://www.orico.co.jp/company/csr/
WebサイトCSRページ

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

CSR Communication Report 2016

CONTENTS

事業を通じたCSR

事業を支えるCSR

社内掲示板

％

女性社員が持てる力を最大限に発揮で
きる組織風土醸成に取り組んでいます。

女性
管理職比率

16
組織活性化を促す女性活躍推進に取り
組んでいます。

支店長クラスの
女性人数

人91 66
58

使用済み切手集めや震災追悼の絵灯篭
づくりなど、身近でできる社会貢献活動
に社員が参加しています。

人・モノ・仕組みなど、オリコの資源を生
かして社会貢献につながる活動を行っ
ています。

社会貢献プログラム
参加社員数

社会貢献活動への支出

15人

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。

社内公募・
コース転換社員数

千万枚約9.5
ペーパーレス会議や電子文書の共有化
により、紙の使用量削減に努めています。

コピー用紙の購入量

人

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

※1

※1

※3※3

※3993 111
155 33

トップシェアを誇っています。す。す

全国の金融機関を豊富なノウハウでサポ
まのニーズに応えていま

銀

援してて

％％16人

999933万人

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。

クレジットカード会員数

※3

※2※2

※1 2015年度実績
※2 2015年度の取扱件数を利用者数として表記
※3 2016年3月末時点

百万円
※16666

58
使用済み切手集めや震災追悼の絵灯篭

る社会貢献活動
人・モノ・仕組みなど、人・モノ・仕組みなど、オリコの資源を源を生
かして社会貢献につながる活動を行っして社会貢献につながる活動を行っして社会貢献につながる活動を行っ
ていまています。

社社会貢献活動への支出

支援しし

約999
ペーパーレス会議や電子文書の共有化
により

コ

百万円円
※1※1

百万円

Orico CSR Communication Report 2016 Orico CSR Communication Report 2016

万人55
4.2

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。

単体取扱高
※1

兆円

約

約内・寄付額



経済性と社会性の両立により、
企業価値を向上する

　私たちの業界は、過払い金問題や、貸金業法・割賦販売法
の抜本改正等による経営環境の激変に見舞われました。 そう
した中オリコは全社で意識を合わせ、ビジネスモデルを根本
から見直すような改革を進めることで、業績回復への舵を切っ
てきました。 2012～2014年度の前中期経営計画では、3期
連続での増益（利息返還損失引当金繰入前）を達成するなど、
強固な収益体質を確立しつつあります。
　いま私たちが考えるべきは、未来に向かってこの成長を継
続し、本業における社会への貢献をいかに持続的なものとし
ていくかということです。 当社の事業は依然として速い変化
の波の中にあります。 2020年東京オリンピック・パラリン
ピックに向けた国を挙げた決済インフラの整備などが、当社
にとってもチャンスになる一方、少子高齢化による市場縮小
など将来へのリスク要因も見られます。 わずか数年の間にも
大きく様変わりする市場において、私たちにできるのは変化
を前向きに捉え好循環へと転化していくことであり、日々イノ
ベーションを起こしていく組織の強さやしなやかさが欠かせ
ません。 そうした認識のもと、2015年4月には「変革への挑
戦による新たな『成長モデル』の実現」を基本方針とする5カ年
の中期経営計画をスタートさせました。

　オリコが真に社会から存在意義を認められる企業となる
ことを目指し、中期経営計画の骨子のひとつに置くのが
「企業価値向上」です。 その中では、持続的な成長基盤づくり
に欠かせないものとして「CSRの進化」を明確に位置づけて
います。
　そもそも60年を超える当社の歩みの背景には、売り手良
し・買い手良し・世間良しという「三方良し」の精神がありまし
た。 「お客さまと社会の期待に応えた事業を営む」というこの
考え方は、今日CSRと呼ばれる概念に非常に近しいものです。 
インフラとしての機能をより一層高めるとともに、お客さまの
豊かな生活と夢をアシストする幅広い商品とサービスの提供
は、私たちの社会的責任であると考えています。 将来を担う
世代に教育機会を提供する学費サポートプランや、収益の
一部を提携団体に寄付する社会貢献カードはまさしくこれを
反映した商品といえるでしょう。 今後も社会的課題の解決に
金融サービスの力を生かして貢献していくことが、まず一義
的なオリコの社会的使命であると考えています。 また、コーポ

レートガバナンスやコンプライアンスなど、法令や市場ルール
に基づく要請にも、引き続き高い水準で応えていきます。
　一方、地球環境や労働・人権などをめぐるさまざまな課題は
事業領域の周辺にも広がっています。 これまで体系的な取
り組みが途上にあったこれらの分野に対しても、中期経営計
画のもとで一歩踏み込んで推進していきます。 経済性のみな
らず社会性を配慮した企業活動こそが、総合的な企業価値
を高めていくものと確信しています。

　社内に目を向ければ、これまでの厳しい経営環境の中、企
業体力を高めることに専念した期間が長く続いたことから、
本来オリコが持っていた自由闊達な風土が弱まってきたので
はという反省があります。 中期経営計画のもうひとつの骨子
に「人事・風土改革」を定めるのは、そうした現状からの原点
回帰を表明するものです。 社員が挑戦できる環境づくりを重
視し、当社が誇る「現場力の強さ」が、新たな価値創造にも発
揮されることを目指します。
  2015年度には、全国の主要都市を訪れ、5年後のオリコの
姿について社員たちと語り合う「タウンミーティング」を開催し
ました。 タウンミーティングを経てあらためて実感したのは、自
身の仕事やオリコに対する熱い想いを語る社員の多さです。 
社員たちのこうした意識は、オリコの最も重要な財産だと思い
ます。 社員には、自分の仕事が持つ社会的意義の大きさをあ
らためて認識し、誇りを持って日々の業務に当たってほしい
と望みます。
　さまざまな変革に取り組み、やり遂げていくのは人に他な
りません。 「社会からの信頼と期待に応えること」に励む社員
一人ひとりの力を源泉に、オリコはお客さまの「かなえる」の
そばで挑戦・成長し続ける企業として、全社一丸となって
歩んでいきます。

社員一人ひとりの
誇りや挑戦心を力に変えて

変化の波に対応し、
新たな成長モデルの確立へ

03 04

T o p  M e s s a g e

代表取締役社長

お客さまの
「かなえる」に寄り添い、
変革への挑戦を通して、
持続可能な社会づくりに
貢献します。

1954年の創業以来、
オリコは、時代のニーズに応えた
さまざまな個人向け金融ビジネスを
展開してきました。
個品割賦、カード・融資、銀行保証という
それぞれの事業での幅広い商品・サービスは、
お客さまの豊かな生活と
夢の実現をアシストするとともに、
経済のインフラとして欠かせない
役割を果たすものです。
本業そのものの社会性の高さは
私たちの誇りと考えている一方、
社会的責任の大きさも自覚しています。
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03 04

T o p  M e s s a g e

代表取締役社長

お客さまの
「かなえる」に寄り添い、
変革への挑戦を通して、
持続可能な社会づくりに
貢献します。

1954年の創業以来、
オリコは、時代のニーズに応えた
さまざまな個人向け金融ビジネスを
展開してきました。
個品割賦、カード・融資、銀行保証という
それぞれの事業での幅広い商品・サービスは、
お客さまの豊かな生活と
夢の実現をアシストするとともに、
経済のインフラとして欠かせない
役割を果たすものです。
本業そのものの社会性の高さは
私たちの誇りと考えている一方、
社会的責任の大きさも自覚しています。
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　オリコは自社の成長のみならず、社会の持続可能な発
展と社会への価値提供を目指し、ステークホルダーとの
対話を通じて、社会環境・事業環境を捉えた企業活動に
努めています。

経営とCSR
理念とCSR実践の枠組み

オリコと社会のかかわり
　オリコが企業活動を実践するうえで大切にしている普
遍的な考えが「基本理念」です。 基本理念を実現するため
に各種方針およびブランドスローガンを策定し、全社一丸
で取り組んでいます。

基本理念
　オリコのCSRは、事業を通じて実践する取り組みと、
その実践を支えるための取り組みがあります。 中期経営計
画では、計画骨子の中に「企業価値向上」を掲げています。 
全社を挙げてCSRを推進し企業価値向上につなげること
を経営課題として取り組んでいます。

企業活動
　CSRを効果的に実践するために、2つの重点テーマを定
めました。 また、企業活動の分野ごとに主な取り組み項目
を洗い出し、活動の目標を各部門と連携して策定しました。 
現在、CSR推進室を中心に推進体制を確立し、PDCAで活
動をマネジメントしています。

CSR重点テーマ

　オリコは、お客さま、社員、株主・投資家、
加盟店・取引先、地域社会、政府・行政等
をステークホルダーと考えています。 
オリコの基本理念およびCSRを実現する
ためにステークホルダーの皆さまの声に
耳を傾けながら自社の企業活動を進めて
います。

●オリコのステークホルダー ●社内外とのコミュニケーション
社内での対話
　中期経営計画で掲げる「風土改革」の一環として、「5年後のオリコ」
をテーマに社長と社員が対話する「タウンミーティング」を全国の
拠点で2015年度に8回開催しました。 どのような会社にしたいか、
そのために必要なことは何か、社長が直接社員の考えや意見を聞
き、コミュニケーションを
図ることを目的としていま
す。 タウンミーティングの
様子は社内報で社員と共
有し、経営にも取り入れて
います。

社外有識者を招いた座談会・研修の実施
　2016年1月、社外のCSR有識者を講師に迎え、社員約30名を対象
に、「CSRとは何か？」というテーマでジレンマゲーム※を取り入れた
CSRの体験学習を行いました。 また、同年2月には、「オリコにとって
のCSRとは」をテーマに外部のアドバイザーを交えて社員座談会を
開催（P．11～13）。 社外の客観的な
声も取り入れながら自社のCSRの
方向性について議論しました。

※国連グローバル・コンパクトとKPMGが共同開
　発した「企業の社会的責任について考えるボー
　ドゲーム」をワークショップ形式にアレンジした
　体験型ゲーム

オリコ

お客さま

加盟店・
取引先 

地域社会

社員

株主・
投資家

政府・行政

社会環境事業環境

各
　種
　方
　針

事業を支える取り組み

事業を通じた取り組み 重点テーマ

中期経営計画骨子
（2015年4月～2020年3月）

重点テーマ取り組み項目
１．業容・収益の持続的成長
２．持続的成長を支える
　  重要取り組み施策
３．企業価値向上
４．人事・風土改革

・社外ステークホルダーとの連携・協働による
  社会的課題解決に資する取り組みの推進

・金融リテラシーを育む活動の推進

・ステークホルダーとのコミュニケーションの推進

・地域社会への貢献、次世代の育成支援

・社員のボランティア参加の支援

１．CSR推進体制の確立
２．社会・環境問題への対応

お客さま

ステークホルダー 主なコミュニケーション手段

●カスタマーセンター（お問い合わせ） ●Webサイトを通じた情報提供

社員 ●労使協議会 ●人事面談 ●研修 ●社内報 ●イントラネット

株主･投資家 ●株主総会 ●決算説明会 ●アニュアルレポート ●IR情報Webサイト

加盟店・取引先 ●営業活動を通じたサポート ●加盟店満足度調査 ●加盟店専用Webサイト

地域社会 ●ボランティア活動 ●業界団体を通じた活動 ●各種イベント活動

基本理念

わたしたちは
信頼関係を大切にし、

お客さまの
豊かな人生の実現を通じて

社会に貢献する
企業をめざします。

ブランドスローガン

ジレンマゲームタウンミーティング
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　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

資金保証

お客さま

豊かな生活
と夢の実現

商品・
サービス

お客さま

豊かな生活
と夢の実現販売機会拡大

への寄与

オリコ

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

■オリコとお客さまとの関係（カード事業）

オリコ
カード・融資事業

個品割賦事業

銀行保証事業

決済・保証事業

社会環境 事業環境
多彩な

支払手段の提供

その他
74億円

決済・保証
52億円

734億円
カード・融資

844億円
個品割賦

銀行保証
350億円

オリコ
金融機関

資金需要
充足の拡大

加盟店

商品・
サービス

お客さま

豊かな生活
と夢の実現

販売機会拡大
利便性向上
への寄与

オリコ

安心・安全な
決済手段の
提供

加盟店

保証
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商品・
サービス
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と夢の実現販売機会拡大

への寄与

オリコ

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
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多彩な

支払手段の提供

その他
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カード・融資
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個品割賦
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金融機関

資金需要
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加盟店

商品・
サービス

お客さま

豊かな生活
と夢の実現

販売機会拡大
利便性向上
への寄与

オリコ

安心・安全な
決済手段の
提供

加盟店

保証
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CSR重点テーマ 取り組み項目 2015年度目標 2016年度目標2015年度実績 自己評価

▶社員のボランティア意識向上に向けた
　取り組みを推進し、社会貢献プログラム
　参加申請数の増加を目指す

▶協働候補先を選定し、協働内容・具体策を
　協議・検討し実現を目指す

▶新たな取り組みの立案、および具現化を目指す
▶事業所周辺の地域活動への継続的に参加

▶活動に使用するツールの制作および活用

▶CSRレポートの企画・制作
▶ステークホルダーとの対話の実施

▶社会貢献プログラム申込67件（91名参加）

▶地域団体、NPO、学校法人などとの接点を強化しながら
　施策の検討を実施
▶事業所近隣の自治会活動等への積極的な参画

▶金融経済教育・消費教育に関する
　金融経済教育研究会報告書を基に、金融リテラシーを育む
　活動で使用するツールの企画・制作を開始

▶提携先へのヒアリング等を通じて、共通して取り組める
　協働策について、意見交換および検討を実施

▶CSRレポート2015の発行
▶社員座談会やCSRレポートアンケートなど、
　ステークホルダーと対話を行い、
　CSR取り組みの見直しや企画に反映

ステークホルダーとのコミュニケーションの推進
（社内外の声の収集）

▶CSRレポートの企画・制作
▶ステークホルダーとの対話の実施

１．CSR推進体制
    の確立

２．社会・環境問題
     への対応
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重点テーマ策定のプロセス

CSR重点テーマに関する取り組み項目の目標と実績

CSR活動のロードマップ

　オリコのCSRに関する取り組み内
容を把握し、社会が求めるレベルに対
応できているかを確認するため、2015
年度にISO26000※に基づいた現状把
握および自己評価を行いました。

CSR活動の現状把握
　現状把握で洗い出した課題につい
て、当社と社会・ステークホルダーそれ
ぞれの視点から影響度を判定。 さらに
外部評価も踏まえて、優先的に取り組
むべき重点テーマを選定しました。

CSR重点テーマの策定
　中期経営計画や各グ
ループの事業計画・基本
方針などを踏まえたCSR
取り組み項目を定めまし
た。その中で重点テーマ
に関する取り組みを下記
に示しています。

　2015年度にスタートした中期経営計
画「企業価値向上」の中で定めた「CSRの
進化」に関して、下記のステップで実践し
ていきます。

　CSR取り組み項目の検証・自己評価を年度末に行い、あわせて次期計画の策定を行うPDCAサイクルを確立し、CSR活動を着実に推進     していきます。

取り組み項目と
目標の決定

※ISO26000：ISO（国際標準化機構）により発行された
　社会的責任に関する国際規格

重点テーマ

１．CSR推進体制の確立
２．社会・環境問題への対応

社外ステークホルダーとの連携・協働による
社会的課題解決に資する取り組みの推進 ▶協働候補先を選定し、具体策の協議・検討を開始

大学生等を対象とした、
金融リテラシーを育む活動の推進

▶クレジット利用に関する教育や
　奨学金の延滞問題への対応など
　具体的な活動の方向性を決定

地域社会への貢献、次世代の育成支援 ▶新たな取り組みの立案および具現化を目指す
▶事業所周辺の地域活動への積極的な参画

社員のボランティア参加の支援 ▶社会貢献プログラム申込50件以上

●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

P h a s e 3

2016～2018年度2015年度

中期経営計画開始年度 中期経営計画最終年度

●PDCAサイクルの確立・組織浸透
●CSR取り組みの拡大
●グループ会社への展開

P h a s e 2

●CSR活動の現状把握
●CSR重点テーマの策定
●取り組み項目の決定

P h a s e 1

：目標達成　　：目標一部未達
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小榑　まずは皆さんの仕事内容をお聞かせください。
田澤　私はカード会員のお客さまからの電話やメールのお
問い合わせ対応を行うほか、お客さまに安心して当社のサー
ビスをご利用いただけるよう、不正使用被害からお客さまを
守るための業務をしています。 私の職場では、一昨年に「ある
べき姿ワーキンググループ」を発足し、私もメンバーとして携
わっています。 疑問や不安を解消したくてご連絡くださるお
客さまにお応えするというのは、私たちにとってごく当たり
前のことです。 しかし、その一歩先をいく応対をし、お客さま
に笑顔になっていただくためには、応対する社員が心に余裕
を持っていなければならないと思い、ワーキンググループで
は、笑顔で働ける職場づくりに取り組んでいます｡ 心にゆと
りを持ち、お客さまの立場で考えることができれば、お客さま
に一歩近づくことができ、心に残るコールセンターになると
思っています。
対馬　私の主な業務は、約定日にお支払いが確認できなかっ
たお客さまへの入金のご案内です。 お支払いのご案内ですか
ら、お客さまに喜んでいただける電話ではありません。 カウ
ンセリングにはさまざまな知識が必要になりますので、そう
した中で働くためには､オリコで働くことに喜びを感じるこ
とが必要です。 そのために、受電中にも上司がフォローでき
るような仕組みをつくっています。 お客さまと直接接点を
持ち応対する社員が、仕事にやり甲斐を感じ、お客さまに寄
り添った応対ができるようにしていくことが大切だと思って
います。
小榑　素晴らしい
ですね。 社員の皆
さんが、お客さまの
ために、この会社の
ために、という意識
を持つことは、CSR
を考えるときにとて
も重要なことです｡

菅原　いかにお客さまに喜んでいただけるサービスを生み出
せるかということを念頭に、クレジットカードのご利用につ
ながることを考え取り組んでいます。 日本でのクレジット
カードによるショッピング割合は現在16％程度であり、海外
の高い利用率と比べると伸びしろが大きいです。 安心して
ご利用いただくため、セキュリティの高いICチップ対応な
どを実施し、新たな消費が生まれることを目指しています。 
最近では観光地など地方が潤い活性化につながるように各地
の自治体や地場企業とタイアップした取り組みも進めてい
ます。
神田　私たちは、加盟店さまを通じたお客さまからのクレ
ジットのお申し込みと個人オートリースのお申し込みに対す

る審査全般を担っています。 当社は、オートローンは長く手
掛けていて業界ナンバーワンの取扱規模ですが、オートリー
スはまだ7～8年です。 ローンとリースは似ているようで、法律
もルールも全く異なります｡ 個人オートリースの需要はまだ
まだ増えると肌で感じており、その取り扱いが増えることは加
盟店さまのビジネス拡大の一助になると考えています。
高畠　私の業務で取り扱う商品の一つ「スモールビジネス
ローン」は、法人・個人事業主の加盟店さまが設備投資などに
活用できる使途自由な事業性の融資です。 事業に関する資金
需要にお応えするこの融資をきっかけに事業の幅が拡がっ
た、というお声をいただくこともあり、そのようなときにはこ
の仕事の意義を感じますし、うれしいですね。
村木　私は、銀行・信用金庫・信用組合など金融機関さまの顧
客向け融資にかかわる保証事業を担当しています。 オリコが
培ってきた審査や業務ノウハウを生かし、金融機関さまを介
してより多くのお客さまの資金需要を満たすことができるよ
うにサポートする事業です｡ 保証事業は裏方ですのでお客
さまとの接点はなかなかありませんが、地域や消費者の課題
に対応した商品・サービスを金融機関さまと一緒につくるこ
ともあり、その中には災害復旧を支援する融資や､高齢者を
支援する融資といったものもあります。 ノウハウに基づきカ
スタマイズし、さまざまな分野に対応していけるところは強
みの一つだと思います。
久保山　私は、全国に営業展開している加盟店の総合窓口と
して販売促進や商品提案を行い、相対する当社支店の営業活
動をサポートし収益を拡大する役割を担っています。その中
で、昨年、担当している加盟店さまの一つである島村楽器株式
会社へ、同社のCSR活動とタッグを組む取り組みを提案しま
した。 同社では、使われなくなった楽器を年に一度集めて修
繕・クリーニングし、楽器を必要としている国や被災地域に寄
贈する社会貢献活動に取り組んでいらっしゃいます。 それを
聞いて、ぜひオリコにも協力させていただきたいと、修繕・ク
リーニングにかかる費用の一部を支援するキャンペーンを実
施しました。 結果的に営業実績にもつながり、この経験に
よって、加盟店の方々が大切にしている“想い”を知ること、営
業的な視点だけでなく視野を広げることで、最終的に仕事の
可能性が広がることに気付きました。
小榑　さまざま
な方面からお客さ
まや加盟店さま
のお役に立ち続
けることで、これ
からも会社とし
て発展するチャン
スがありますね。

幅広い商品力を生かし､
お客さま､社会に新しい価値を生み出す

お客さまに笑顔になっていただくために、
対応する社員が生き生きと働ける職場をつくる

〈外部有識者〉
向社会性研究所 主任研究員 小榑雅章 氏
雑誌『暮しの手帖』編集者、スーパーマーケットのダイ
エー取締役秘書室長、神戸のラジオ放送社長、ダイ
エー消費経済研究所代表取締役会長等を経て、現
在、企業やNPO等の組織の利他行動の社会心理をリ
サーチする向社会性研究所主任研究員。社会学博士。

東京第一クレジットセンター
神田 勉

東京第一サービスセンター
（現 千葉管理センター）

オリコカードセンター
田澤由希子

ローン保証センター
村木さと子

市場開発企画部
高畠康宏

本社営業第二部
久保山 瞬

カード企画部
菅原佑介

個人や会社、同時に社会がより良くなるためにはどのような強みを伸ばしていけばよいか。
私たちのCSRの基本となることは何か。 さまざまな部門の社員が集まり座談会を開催しました。
社会学に造詣の深いアドバイザーに加わっていただき、
それぞれの業務内容や日常的に感じている改善ポイントなどを共有しながら、語り合いました。

お客さまに寄り添い､願いをかなえる｡
人間力で､社会に新しい価値を提供する｡
それが、私たちの想い。

私たちに
とっての

CSRとは？
社員座談会
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本業を通じて社会に提供する価値
認識する社会課題に対して、事業を通じて貢献できるような商品の開発や改善に取り組み、
加盟店・取引先を通じて、お客さま、社会へ価値を提供できるように努めています。
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小榑　それではオ
リ コ の 強 み と は
どのようなことで
しょうか。
菅原　オリコの強
みは「人」だと、入
社以来ずっと思っ
ています。 異動で
別の部署や支店に
行っても人間関係

がすごくいい。 終業後に一緒に飲みに行って将来について
語り合ったり、議論し合ったりしますが、人のつながりを大切
にしている会社だなと感じています｡ 加盟店さま含め、他
の企業や団体とのタイアップが得意なのもそのためだと思い
ます。
田澤　同感です。 何か声をあげたときに、自分たちの話を受
け入れてもらえる環境があると思います。
村木　私は恵まれているのかもしれませんが、常に相手の
気持ちをきちんと考えられるような風土が自然と成り立って
いるように感じます。
神田　対応力、コミュニケーション力があるというのは、取引
先から言われたことがあります。 インターネットを介する方
法は効率的ではありますが、オリコの強みはやはり人を介した
細やかな対応により信頼関係をつくれることだと思います。
小榑　CSRのR（レスポンシビリティ）は、「責任」だけではなく

「信頼」という意味があります。 オリコという会社がいかに
お客さまや社会から信頼を寄せてもらえるかが一番大切で
す｡ 皆さん､しっかりと理解していると感じます｡

小榑　最後に､オリコにとってのCSR、その基本となるものと
は何か、ということについて一言ずつお願いいたします｡

田澤／高畠／神田
「笑顔になれる職場づくりが全てにつながる」
幅広い業務の中で、対応力が強みであると感じました。 お客
さまに対応していく中で､隣にいる同僚など、“一緒に働いて
いる仲間が笑顔になれる職場づくり”がまず第一歩。 それが
全てにつながっていくと思います。
久保山／対馬
「ステークホルダーの気持ちに常に寄り添う」
ステークホルダーそれぞれの立場で考えることが一番のCSR
だと思います。オリコの強みである商品力や対応力､コミュニ
ケーション力を通じて、ステークホルダーから信頼していた
だけるよう、ステークホルダーそれぞれの立場で考え、その
気持ちに寄り添っていけることが一番のCSRだと思います。
菅原／村木
「自分たちの仕事がCSRにつながっていると認識すること」
今日この座談会に参加するまで、自分の仕事はCSRとはあま
り関わっていないと思っていました。 今日、自分や皆の役割
を話し、共有できたことで、自分の仕事が実はCSRにつながっ
ていることを実感しました。 その認識を持つことが大切なの
だと思います。 そして、楽しく仕事ができることも、CSRの実
践に必要な一つのエッセンスだとも思いました。
小榑　オリコという会社は、基本理念に掲げているように

「お客さまの豊かな人生の実現」に寄り添う存在だと思いま
す｡ 皆さんは、そういう貢献をしているということに自信を
持ち、自分の会社の存在意義を自覚することが大切です。 
オリコのブランドスローガン「かなえる、の そばに。」――
これは非常に良いフレーズだと思います。 相手に寄り添っ
て、願いをかなえ
てあげることがで
きる会社、これは
CSRそのものだと
思います。 今日、皆
さ ん の 話 を 聞 い
て、みんな同じ方
向に向いていると
感じました｡

オリコの強みは人間力。
人のつながりが信頼関係をつくる

私たちの想い
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事業を通じたCSR事業を通じたCSR

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

クルマに関する
多様な金融ニーズに応える

T O P I C S 1

　学費の高額化などを背景に、家計に占める教育費の負担は
年々高まっています。 オリコの「学費サポートプラン」は現在6万
人超のご利用者と、大学・短大600校超、専門学校1,500校超の
提携実績を誇る学校指定の教育ローンです。 最大の特徴は大
学をはじめ、短期大学や専門学校と保護者、そしてオリコとの3
者間で契約を結ぶ提携教育ローンであることです。 一般的な
奨学金とは異なり、学生本人ではなく保護者との契約となりま
す。 また、利用しやすい分割手数料や高い審査承諾率を実現し
ているのも魅力のひとつです。 オリコは、利用しやすく柔軟な
返済方法が選べる「学費サポートプラン」の提供を通して進学・
進級を目指すご家庭への着実なサポートを続けています。

教育資金ニーズに応える
「学費サポートプラン」

T O P I C S 2

　オリコはオートローンの分野で30年以上の実績を持ち、車
を購入いただくお客さまの幅広いニーズに応え、便利で利用
しやすい商品を開発してきました。 加えて最近では、お客さま、
特に若者の車の所有に対する意識の変化に対応し、「車の所有
（購入）」と「使用（レンタルなど）」の中間のニーズに応える商品
として、オートリース事業も展開しています。 車検やオイル
交換等のメンテナンスをパッケージ化した商品は、車の知識
がなくても安心・安全に利用することができ、ご高齢者や若い
女性のお客さまを中心に好評をいただいています。 リース事業
は新しい車の持ち方を提案することで多様なニーズに応えることに加えて、車の効率的・有効な利用へ貢献しています。 株式
会社オリコオートリースにおいて代理店組織「コアラクラブ」を設立し、定期的にリースの勉強会を行うなど普及に努めてい
ます。 

マイカーリース車両保有台数の推移

大学・短大提携校数の推移

出所：（一社）日本自動車リース協会連合会公表資料を基に
　　 ㈱オリエント総合研究所にて作成
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本業を通じて社会に提供する価値
認識する社会課題に対して、事業を通じて貢献できるような商品の開発や改善に取り組み、
加盟店・取引先を通じて、お客さま、社会へ価値を提供できるように努めています。
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組み、
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　近年増えているWebからのクレ
ジット申し込みは、分かりやすさ、ス
トレスの少なさが求められます。 オリコは、お客さまが利
用される商品・サービスごとに申し込みサイトをカスタマ
イズしたり、スマートフォンやタブレットをはじめ新しいIT
環境に対応したりするなど、改良に努めてきました。今後
も使いやすさを追求したWebサイトの提供に取り組んで
いきます。

Web操作向上の
ための取り組み

T O P I C S 3

　オリコとお取引いただいている島村楽器株式会社は、全国の店
舗・音楽教室を通じて使わなくなった楽器を預かって修繕・クリーニ
ングし、国内の児童養護施設や開発途上国の子どもたちに楽器を届
けるという社会貢献プロジェクトを行っています。 2015年、オリコ
はこのプロジェクトに賛同して島村楽器株式会社の各店舗で分割
購入いただいた代金のうち一部を修繕・クリーニング費用として寄
付する活動を行いました。 現在、この取り組みを通じて全国各地か
ら集まった楽器の修繕・クリーニングが進んでいます。 プロジェク
トを通して広く社会に貢献したいという島村楽器株式会社の理念
に、オリコも強く共感しました。 今後も加盟店の皆さまと協働して
社会に広く貢献していきたいと考えています。

加盟店さまとの協働で
社会に貢献

c o l u m n 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

増える災害に応える「災害復旧ローン」
T O P I C S 1

　世界最速のスピードで少子高齢化が進んでいる日本
で、以前からニーズの高まりが指摘されてきたのが高齢
者を対象とした個人向け融資です。 世界でもトップクラ
スの長寿国である日本では、健康で、まだまだ消費意欲の
高いシルバー世代が年々増加しています。 一方で、年金
受給者をターゲットとした金融業者による違法な犯罪な
どが社会的な課題としてクローズアップされてきまし
た。 オリコでは、いち早く高齢者を対象にした個人ロー
ン商品「シルバーライフローン」を開発し、10年を超える
保証実績を築いてきました。 今後、さらに高齢化が進む
と予測される日本の社会でシルバー世代の経済活動を
支えていきます。

高齢者の資金需要に応える
「シルバーライフローン」

T O P I C S 4

ペーパーレス化を推進する
「Webバンクローン」

T O P I C S 2

　少子高齢化や人口減少が進む日本で深刻な課題となっ
ている「空き家」の増加。 政府は2015年2月に「空家等対
策の推進に関する特別措置法」を施行。 こうした背景か
ら、地域の金融機関でも空き家の解体やリフォームに必
要な資金需要に応える個人向け融資商品の拡充に取り
組んでおり、オリコも地域の金融機関と連携して多彩な
商品開発に参画しています。

国や自治体による施策を
サポート「空き家解体ローン」

T O P I C S 3

　日本の地方都市で大きな課題と
なっているのが、飲酒運転です。 「ハ
ンドルキーパー運動」は複数人で飲
食して帰宅する際に、飲酒をしない
運転手を務める「ハンドルキー
パー」を決める取り組みです。 この
運動をサポートするため、全国信用
組合中央協会が主導して各地の信
用組合で「ハンドルキーパー運動応
援ローン」が商品化されています。 
オリコは、全国しんくみ保証株式会
社とともにこの商品開発にいち早
く参画し取り組んでいます。

　大規模災害をはじめ、気候変動などによる台風や集中豪
雨などの自然災害が日本の各地で頻発しており、甚大な被害
が発生しています。 被災地の早期復旧・復興に向けては、被災
者の資金需要にいかに応えていくかが重要な課題のひとつ
です。 オリコは、被災者を対象とした個人向け融資商品「災害
復旧ローン」を、全国の金融機関への保証を通じて提供して
います。 東日本大震災発生時にも、金融機関と協働して個人向
け低利融資に取り組み、復興に向けた支援を行ってきまし

た。 今後もこのような商品開発や保証業務を通じて、貢献
していきます。

飲酒運転をなくす取り組み
c o l u m n

V o i c e
この商品は、被災者や金融機関の期待・要請に
対して、当社としてどう応えていくべきか、と
いう視点から生まれました。
仙台ローン保証支店 千田正勝

　お客さまのライフスタイルの変化により、金融機関の
Webサイト等を通じて消費者ローンを申し込むニーズ
が急速に増えています。 オリコは、お客さまが24時間365
日ご利用いただけるシステムとして、さまざまな金融機関
に「Webバンクローン」を提供しています。 また、Webサ
イト上でローンのお申し込みから契約まで完結するペー
パーレス化に対応しており、お客さまの利便性向上ととも
に、環境保全・保護にも貢献しています。

「Webバンクローン」の仕組み
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カード事業 インフラ機能としての役割と責任で、地域へ貢献

　近年インターネットの普及とともに、不正アクセスなどによ
る大規模なクレジットカード情報の漏洩被害が世界規模で発
生しています。 オリコでは国際カードブランド5社が策定した
クレジットカードのグローバルセキュリティ基準である「PCI 
DSS※1」に準拠しており、毎年QSA※2によるオンサイト監査を
受け、認証を取得しています。
　また、発行するクレジットカードに不正な読取や偽造が困難
なICチップの搭載を推進しています。 さらに、本人認証サービ
ス「3Dセキュア」を採用しているため、お客さまはインターネットにおけるクレジットカード決済を安全に行うことができます。 
日本と世界の決済サービスを支えるインフラの一部として、最新・最先端のテクノロジーを導入・活用して安全・安心なカード
利用への貢献を続けています。

クレジットカードを安全にご利用いただくために
T O P I C S 1
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　急速に進む少子高齢化と大都市圏への人口の一極集中で、
日本はいま地方創生と地域活性化が待ったなしの課題になっ
ています。
　オリコは、カード事業を通じて地域経済の活性化に貢献で
きるよう、次のような新たな取り組みも進めています。

地方創生・地域活性化につなげるために
T O P I C S 2

①さまざまな地域におけるカード利用促進
　スーパーやドラッグストアなど、地域の方々が日常的に利
　用する地場企業とタイアップした「利用促進キャンペーン」

②｢ふるさと納税｣におけるカード利用促進
　自治体とタイアップし地域の特産物を景品に採用した
　「ふるさと納税促進キャンペーン」

タイアップ企業数：14企業
（2015年4月～2016年3月）

タイアップ自治体数：21自治体
（2015年4月～2016年3月）

V o i c e
街のにぎわいと地域経済の活性化に貢献でき
るよう、今後もさまざまな取り組みに挑戦し
ていきます。
カード企画部 酒井雄三

ICチップ搭載クレジットカード

PCI DSS
※1：PCI DSS（Payment Card Industry   
　　 Data Security Standard）･･･Visa、
　　 MasterCard等の国際ブランド5社が
　　共同で策定したカード会員の情報保護
　　に関する国際的なセキュリティ基準
※2：QSA(Qualified Security Assessor)･･･ 
　　 PCI DSSの監査資格をもったセキュリ
　　ティ評価機関
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事業を支えるCSR お客さまとのかかわり

お客さまにより満足いただき、信頼いただくためには、お客さまとのコミュニケーションが非常に大切
であると考えています。 電話・メール・手紙などでお寄せいただく数多くのお客さまの声に誠実にお応
えし続けることで、永く信頼される存在となることを目指しています。 私たちはCS向上宣言として以
下の3つの行動指針を掲げています。 
①出会いの“瞬間”を大切にして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

信頼関係強化
●お客さま応対・サポート体制／
　電話応対品質の向上活動の継続
　お客さまからの電話によるお問い合わせに対して、より正
確で迅速に応対できるよう、応対品質のレベル向上に取り組
んでいます。 個々のレベル向上のために、応対時のモニタリ
ングや、新しい商品・サービスの知識習得に向けた研修など
の実施により、オペレーターのスキルアップを図っています。 
今後もより良い応対の実現に向けた取り組みを継続してい
きます。

お客さまの声を生かす仕組み
●「音声解析ツール」を活用した取り組み
　〈オリコカードセンター〉
　主にクレジットカード会員さまからの問い合わせ窓口で
あるオリコカードセンターへは、毎月十数万件の電話やメ
ール等でのお問い合わせをいただいています。 その中で多
数寄せられる「お客さまの声」を商品・サービスに反映し、さ
らなるお客さま満足度向上を目指すべく、音声データを解
析するツールを導入しています。 このツールでは通話記録
のスコアリング、特定語句の検知などさまざまな解析を行っ
ています。 今後、解析精度をさらに高めていき、より良い商
品・サービスをお客さまにご提案していきます。

　クレジットセンターでは半期に一度、当社に対する満足度
を調査するため、加盟店よりアンケートを実施しています。
いただいた声から、継続的に改善・評価・検証するサイクル
を繰り返すことで、満足度の向上に努めています。 調査項目
は、電話に出る速さや問題解決までの速さなど７項目あり、
全てを網羅した総合評価においては、４点評価で調査開始時
の3.04から3.22へと向上しています。 今後も、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きます。

●より良いサービス・商品に反映する
　仕組みの進化・継続
　これまでお客さまのご意見・ご要望や社員の気づきを各
部署で解決してきていましたが、一方で、組織横断的な課題
はなかなか進展しない、という課題を抱えていました。 そこ
で、CS向上委員会の部会において各部署に集まる「お客さ
まの声」を一元管理し、協議する体制を整え、部署を横断す
る課題についての協議を開始しました。 また、対応結果の
一部をホームページ上で開示するようにしました。 お客さ
まとの双方向コミュニケーションの充実を目指して取り組
んでおります。

●加盟店情報交換制度の活用による
　クレジット利用者の保護
　安心・便利なクレジットシステムの提供や消費者保護の観
点から、消費者が不利益を被る加盟店の行為に関する情報を
登録し、一般社団法人日本クレジット協会加盟会社が共同利
用する加盟店情報交換制度（JDM）を活用しています。 提供
された情報は、加盟店契約締結時や途上審査の際の参考情
報として活用し消費者被害をもたらす不適切な行為を行う

2015年度の
総括と主な成果

●「CSマインド」社内啓発活動としてCSマインド醸成研修を継続実施
●電話応答率、クレーム件数の観測やモニタリング調査による電話応対品質
　向上への取り組みを継続実施
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※笑声（えごえ）は、「笑顔の見えるような声」という意味の『造語』です。

ご満足いただける商品や
サービスをご提供電話・メール・手紙など

報告・情報発信 情報共有 改善・開発

カード
センター

サービス
センター

お客さま
相談室

その他
お客さま
応対窓口

クレジット
センター

お客さまの声（ご提案・ご意見・ご要望・苦情など）

経営層・関係部署

事業を支えるCSR 加盟店さまとのかかわり

お客さまに安心してご利用いただける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
基準を定めて、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大切にし、お客さまのより
豊かな生活と夢の実現をサポートしています。

より親密な信頼関係の構築
●加盟店満足度調査の実施 ●パートナーとの関係構築のための仕組み

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
ためだけではなく、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、社内通信教育「財務分析（実務者編）」を設け、決算書を
読み解く実践力を培っています。 研修の各節で理解度テス
トを行い合格者のみが次の段階に進めます。 2015年度は
50名、累計で262名が合格し、業務に役立てています。

●お客さまへのヒアリング
　クーリングオフのお申し出があったお客さま、クーリング
オフ対象外であっても解約が確認されたお客さまに対して、
解約手続きが完了したことのご案内と同時に、クーリングオ
フに至った経緯・加盟店の販売方法で気になる点がなかった
かなど、ヒアリングを実施しています。 聴取した販売方法に
問題があると判断した場合は、事実確認の調査を行い、加盟
店への改善指導を行っています。

2015年度の
総括と主な成果

●加盟店満足度調査「担当者につなぐまでの速さ」および「回答や問題解決ま
　での速さ」：前年比101.3％
●クーリングオフのお客さまへの状況確認件数：前年比203.1％

基
本
的
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え
方
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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

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4回
（2013.09）

第5回
（2014.03）

第6回
（2014.09）

第7回
（2015.03）

第8回
（2015.09）

第9回
（2016.03）

■加盟店満足度調査の推移グラフ（4ポイント制）

3.04 3.12 3.12 3.14 3.08 3.15 3.193.16 3.22

■社内通信教育「財務分析（実務者編）」修了社員数

■お客さまの声に取り組む体制

2012年度年度

112名

2013年度

64名

2014年度

36名

2015年度

50名人数

詳しくはWebサイト「お客さまサポート」をご覧ください
http://www.orico.co.jp/support/improvement.html

事業者を排除し、より安心してお客さまがクレジットをご利
用いただけるよう努めています。
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オリコチャレンジカップ

V o i c e 　大会参加のため、お客さまに会話の内容を分
かりやすく聞いていただくための音声表現を
身に付けました。 また、当社のクレジットカー
ドを利用していただいているという感謝を丁
寧に伝えることの大切さを学びました。 今後
も今回の経験を生かし、一人ひとりのお客さま
を大切に思い、「電話してよかった」と思ってい
ただける応対を心がけ、業務に取り組みます。

「オリコチャレンジカップ2015」 
カード推進グループ部門 グランドマスター受賞

19 20

事業を支えるCSR 社員とのかかわり

基本的な人事データ

●オリコグループは「人こそ財産」との認識のもと、人材の育成に積極的に取り組んでいきます。
●会社はその成果はもとよりプロセスに対しても公正・公平な評価と処遇を行います。
●社員は高い志のもと、自らのキャリアを描き、その実現に向けて主体的に行動することを基本とし、
　会社はそうした意志のある社員に能力開発とキャリア形成の機会を提供します。
●社員の多様な価値観と健康や安全を重視し、社員が安心して生き生きと働くことができる環境を実
　現します。

2015年度の
総括と主な成果

●次世代法および女性活躍推進法を踏まえた行動計画の策定
●労働安全衛生法の改正を踏まえたストレスチェック実施体制の整備
●女性社員の積極的な登用

基
本
的
な
考
え
方

●多角的に社員の成長を支援する制度・プログラム
人材育成・キャリアアップ

●両立支援制度
　次世代法に基づいて育児と仕事の両立支援を推進して
おり、目標やスケジュールを厚生労働省サイト「両立支援の
ひろば」にて公表しています。 女性活躍推進の取り組みに
加え、定時退社実施の推進や有給休暇取得の促進などによ
る総労働時間の削減に取り組んでいます。 また、男性の育児
休暇取得の促進にも力を入れています。

●メンタルヘルス　
　当社は改正労働安全衛生法（ストレスチェック義務化）の
施行以前から、一定の労働時間を超えた社員に対してセルフ
チェックを都度実施するよう社内ルール化しており、ストレ
ス度合いの高い社員には産業医の面談を行っています。 ま
た、外部機関に委託して、カウンセリング窓口「こころとから
だのサポートダイヤル」を設置しています。

ワーク・ライフ・バランス

安全・健康推進活動

多様性の推進
●女性活躍推進の取り組み
　2010年女性社員10名によるワーキングの開催とともに
女性活躍推進への取り組みを本格化しています。 女性社員
が能力を存分に発揮して、長く就労・貢献し続けられる職場
環境・風土構築に取り組んでいます。 

　女性社員はライフイベントを迎えるごとにさまざまな悩み
や課題に直面しますが、その悩みや課題に対応できる制度改
革や環境整備への取り組みを進めています。 特に、さまざま
な立場で働く社員の生の声を“聴く”ことを大切にし、一方的
に進めるのではなく「巻き込む・数値化する・見せる」を課題
ごとに展開し社員にわかりやすく進めています。 また、女性
社員を対象としたキャリアアップにつながる能力開発を目
的とした階層別研修や、女性活躍推進に対する意識向上を目
的とした管理職向け研修等を実施しています。 

●障がい者雇用
　当社では、障がい者雇用を積極的に推進しており、障がい
者雇用率は、2.08％（2016年3月1日現在）となっています。 
障がいの状況や業務適性等に配慮し、パソコンによる文書作
成、データ入力、書類等の整理、電話応対など主にバックオ
フィス業務に従事しています。

●再雇用制度
　定年退職する社員のうち、希望者については、本人の業務
適性・能力・経験を踏まえた適材適所での継続雇用を行うこ
とで、再雇用以後も生き生きと活躍してもらえる環境づくり
を目指しています。 また、期待する役割の明確化、職務範囲や
権限の見直しを行い、職務の開発を行っています。

●同じ役割を持つ社員や
　ロールモデルとの
　ネットワーク構築の機会
●学ぶ風土の醸成

●育児や介護の両立支援関連のサポート
●計画年休制度（ゆとり休暇）
●定時退社日の促進

キャリア
形成

●女性管理職層の拡大
●さまざまなタイプの
　ロールモデルづくり

意識改革

ワーク
ライフ
バランス

女性管理職比率 7.8%（2012年） → 15.3%（2015年）

※1：2016年3月末時点 ※2：2014年度実績 ※3：女性活躍推進法の算出定義に準拠
※4：2015年度実績 ※5：2016年3月1日時点

詳しくはWebサイト「CSR情報」もご覧ください
http://www.orico.co.jp/company/csr/labor/development/

営業店に従事する社員の総合的な職務遂行能力を競うコンテスト。 模範
的な応対ができている社員を「グランドマスター」として表彰しています。

専門性の追求やさらなる知識・能力向上

業務の基礎知識習得

社外通信教育制度、
奨励資格取得
支援制度

社内通信教育制度

制度・プログラム 目的

社員の自己実現を支援キャリア形成
支援プログラム

「技能」「知識」等の総合的な職務遂行
能力を社員同士で競い合い、高める

オリコ
チャレンジカップ

基本データ

従業員数※1

連結

単体

4,416名

平均年齢※1 41.7歳

3,701名

平均勤続年数※1 16.3年

女性の育児休業取得率※2※3 100％

育児休業復職率※4 91.2％

育児短時間勤務利用者数※1 213名

女性管理職比率※1※3 15.3%

障がい者雇用率※5 2.08%

多様性の推進

男：2,101名
女：1,600名

人事ビジョン

オリコカードセンター
岡本麻紀表彰式大会の様子

INNOVATION
既成概念に捉わ
れず、問題意識と
改革意欲を持っ
て行動する人材

RESPONSIBILITY
プロセスと成果に
拘りと責任を持っ
て行動し、高い倫
理観のもと、信念
と熱意を持ってや
り遂げる人材

INDEPENDENCE
自ら能力向上や
キャリア形成に
高い意欲と自主
性を持って取り
組む人材

CHALLENGE
常に顧客志向で
創造力を持って
チャレンジする
人材

PROFESSIONAL
各々の役割にお
いて専門知識や
スキルを深め、自
らの専門性を追
求していく人材

社員一人ひとりが自ら人材価値を高めていくことを尊重し、
仕事を通じて自己実現できる魅力と活力あふれる働きがいのある環境を実現していきます。

求める人材像



Orico CSR Communication Report 2016 Orico CSR Communication Report 2016

オリコチャレンジカップ
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ただける応対を心がけ、業務に取り組みます。

「オリコチャレンジカップ2015」 
カード推進グループ部門 グランドマスター受賞
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事業を支えるCSR 社員とのかかわり
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2015年度の
総括と主な成果
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基
本
的
な
考
え
方
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ワーク・ライフ・バランス
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事業を支えるCSR 社会とのかかわり

事業を支えるCSR 環境とのかかわり

オリコグループは、社員一人ひとりが企業市民として積極的に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、社員の自主的・能動的な活動を支援していま
す。 活動を通じて、社会のさまざまな課題やニーズへの気づきにもつながると考えています。

●ペーパーレスの推進
　オリコで購入したコピー用紙が増加傾向にある中、全社で
ペーパーレス化の取り組みを促進するため、ペーパーレス
会議や電子文書の共有化を開始しました。 コピー用紙の削
減だけでなく、会議資料の準備時間も削減できます。 また、
電子文書を適正に管理し共有することにより、ムダなプリ
ントをなくしスピーディーな情報活用を行っています。 

●エネルギー使用量の削減
　オリコは、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省
エネ法）」の特定事業者として、年平均1％以上のエネルギー
使用量削減を目標として取り組んでいます。 また、CO2排
出量削減の一環として、営業用などの社用車を低燃費車※

に積極的に切替えています。 2016年3月末時点で社用車総
数1,072台のうち、約32％にあたる348台を切替えました。

●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月から開始し本社ビルと本社別館で展開し
ています。 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、コスト削減だけでなく廃棄物の削減にもつながっ
ています。 プリンタなどの消耗品であるトナーについては、
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。

●被災地での継続的な支援活動
　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て実施しています。 震災
から５年が経過し、活動する内容は現地のニーズを踏まえ
て、瓦礫の撤去や整地作業などから漁業・農業などの産業支
援に変わってきています。 震災を風化させないように少しで
も多くの社員参加を呼びかけています。 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。

大切さを知ってほしい、自分たちの訪問がそのきっかけに
なれば」と、東日本大震災直後から試合の合間を縫って個人
で行っていた活動です。 当社は2012年9月からタッグを組
み、社員・家族のボランティアとともに活動のお手伝いをし
ています。 これ
まで計8回、延べ
73名が参加して
います。 活動内
容は各職場の同
僚などにも共有
され、活動を継続
する大きな支え
となっています。

●子どもたちを育む“みんなに笑顔を”プロジェクト
　横浜F・マリノスの中澤佑二選手とともに、当社社員とそ
の家族が、東日本大震災の被災地で子どもたちを対象に、ミ
ニサッカーゲームなどを通じて交流する活動です。 このプ
ロジェクトは、中澤選手が「将来、復興の要を担う被災地
の子どもたちに、楽しむこと・諦めないこと・夢を持つことの

●オリコグループ社会貢献ファンド
　社員の社会貢献参画への意識醸成を目的として、オリコグ
ループ社会貢献ファンドを設立し、任意加入の会員から毎月
寄付金を集め、年一回会員の投票により寄付先を選定し、寄
付しています。

●次世代を担う青少年の育成支援
　魅力ある企業づくりの一環として、社員通勤用バス（本社
別館：埼玉県ふじみ野市）を地域の子どもたちの絵で彩り、地
域との交流を図っています。 具体化にあたり、社会福祉協議
会や地域の幼稚園、NPOの方の協力を得て進めました。 
　2015年6月には約300人の子どもたちに絵を描いてもら
う「お絵かきワークショップ」を開催、運営には近隣大学の学
生がボランティアとして参加してくれました。 社会福祉協議
会の方からは「この絆は企業の企画力と地域の方々の創造力
が協働してつくり上げたもの」とのお言葉をいただきました。

●地域連携施策としてラッピングを施した通勤用バスを運行
●東日本被災地支援ボランティア活動を4回実施48名参加

基
本
的
な
考
え
方

社会の持続可能な発展には地球環境問題への取り組みが不可欠です。 オリコグループでは事業活動に伴う環
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。

2015年度の
総括と主な成果

●コピー用紙購入量：前年比100.6％
●ペーパーレス会議の促進および電子文書の共有化
●リサイクルトナー利用：前年比104.0％

基
本
的
な
考
え
方

6団体600万円

※JC08モード燃費30.0km/L以上の車両（プリウス、ミライース、アルト等）

2015年度寄付額　

被災地支援の取り組み

環境に配慮した取り組み

社会貢献活動

●寄付金・ファンド
　東日本大震災で被災された方々の生活再建や被災地の復
旧・復興に役立てていただくため、カード会員のお客さまか
らカードのポイントによる寄付を受け付けています。 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、日本赤十字社とあしなが育英会の２団体に
寄付しています。 他にも、オリコグループ社員の寄付に会社
が倍額を加算して日本赤十字社へ寄付するなど、2016年３
月までに合わせて1億7,367万2,200円を寄託しています。

●社員食堂での東北応援メニュー
　食の面での東北応援策として、2011年10月から岩手県・
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・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2016年3月までに
53種類のメニューで累計18,970食を提供しました。

●ボランティア活動
社員の社会貢献活動を支援
　オリコグループ社員の社会貢献活動を会社が後押しする
「Orico One Step Program」を2014年8月に開設してい
ます。 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を紹介しています。 参加した社員
からは、「日常のちょっとしたことが社会の役に立つことの気
づきを得られた」「ボランティアに参加するきっかけになっ
た」など、有意義であったとの声が届いています。

2015年度の
総括と主な成果
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●ペーパーレスの推進
　オリコで購入したコピー用紙が増加傾向にある中、全社で
ペーパーレス化の取り組みを促進するため、ペーパーレス
会議や電子文書の共有化を開始しました。 コピー用紙の削
減だけでなく、会議資料の準備時間も削減できます。 また、
電子文書を適正に管理し共有することにより、ムダなプリ
ントをなくしスピーディーな情報活用を行っています。 

●エネルギー使用量の削減
　オリコは、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省
エネ法）」の特定事業者として、年平均1％以上のエネルギー
使用量削減を目標として取り組んでいます。 また、CO2排
出量削減の一環として、営業用などの社用車を低燃費車※

に積極的に切替えています。 2016年3月末時点で社用車総
数1,072台のうち、約32％にあたる348台を切替えました。

●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月から開始し本社ビルと本社別館で展開し
ています。 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、コスト削減だけでなく廃棄物の削減にもつながっ
ています。 プリンタなどの消耗品であるトナーについては、
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。

●被災地での継続的な支援活動
　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て実施しています。 震災
から５年が経過し、活動する内容は現地のニーズを踏まえ
て、瓦礫の撤去や整地作業などから漁業・農業などの産業支
援に変わってきています。 震災を風化させないように少しで
も多くの社員参加を呼びかけています。 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。

大切さを知ってほしい、自分たちの訪問がそのきっかけに
なれば」と、東日本大震災直後から試合の合間を縫って個人
で行っていた活動です。 当社は2012年9月からタッグを組
み、社員・家族のボランティアとともに活動のお手伝いをし
ています。 これ
まで計8回、延べ
73名が参加して
います。 活動内
容は各職場の同
僚などにも共有
され、活動を継続
する大きな支え
となっています。

●子どもたちを育む“みんなに笑顔を”プロジェクト
　横浜F・マリノスの中澤佑二選手とともに、当社社員とそ
の家族が、東日本大震災の被災地で子どもたちを対象に、ミ
ニサッカーゲームなどを通じて交流する活動です。 このプ
ロジェクトは、中澤選手が「将来、復興の要を担う被災地
の子どもたちに、楽しむこと・諦めないこと・夢を持つことの

●オリコグループ社会貢献ファンド
　社員の社会貢献参画への意識醸成を目的として、オリコグ
ループ社会貢献ファンドを設立し、任意加入の会員から毎月
寄付金を集め、年一回会員の投票により寄付先を選定し、寄
付しています。

●次世代を担う青少年の育成支援
　魅力ある企業づくりの一環として、社員通勤用バス（本社
別館：埼玉県ふじみ野市）を地域の子どもたちの絵で彩り、地
域との交流を図っています。 具体化にあたり、社会福祉協議
会や地域の幼稚園、NPOの方の協力を得て進めました。 
　2015年6月には約300人の子どもたちに絵を描いてもら
う「お絵かきワークショップ」を開催、運営には近隣大学の学
生がボランティアとして参加してくれました。 社会福祉協議
会の方からは「この絆は企業の企画力と地域の方々の創造力
が協働してつくり上げたもの」とのお言葉をいただきました。

●地域連携施策としてラッピングを施した通勤用バスを運行
●東日本被災地支援ボランティア活動を4回実施48名参加

基
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な
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方

社会の持続可能な発展には地球環境問題への取り組みが不可欠です。 オリコグループでは事業活動に伴う環
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。

2015年度の
総括と主な成果

●コピー用紙購入量：前年比100.6％
●ペーパーレス会議の促進および電子文書の共有化
●リサイクルトナー利用：前年比104.0％

基
本
的
な
考
え
方

6団体600万円

※JC08モード燃費30.0km/L以上の車両（プリウス、ミライース、アルト等）

2015年度寄付額　

被災地支援の取り組み

環境に配慮した取り組み

社会貢献活動

●寄付金・ファンド
　東日本大震災で被災された方々の生活再建や被災地の復
旧・復興に役立てていただくため、カード会員のお客さまか
らカードのポイントによる寄付を受け付けています。 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、日本赤十字社とあしなが育英会の２団体に
寄付しています。 他にも、オリコグループ社員の寄付に会社
が倍額を加算して日本赤十字社へ寄付するなど、2016年３
月までに合わせて1億7,367万2,200円を寄託しています。

●社員食堂での東北応援メニュー
　食の面での東北応援策として、2011年10月から岩手県・
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・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2016年3月までに
53種類のメニューで累計18,970食を提供しました。

●ボランティア活動
社員の社会貢献活動を支援
　オリコグループ社員の社会貢献活動を会社が後押しする
「Orico One Step Program」を2014年8月に開設してい
ます。 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を紹介しています。 参加した社員
からは、「日常のちょっとしたことが社会の役に立つことの気
づきを得られた」「ボランティアに参加するきっかけになっ
た」など、有意義であったとの声が届いています。

2015年度の
総括と主な成果
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コーポレートガバナンス体制

　オリコでは、情報セキュリティの基本方針として「情報セ
キュリティ基本規程」を定め、お客さまの個人情報をはじめ
とする情報資産の適切な管理に努めています。 機密性・完全
性・可用性に対するさまざまな脅威から情報資産を守る
べく、クレジットカード情報の取り扱いにおけるグローバ
ルセキュリティ基準「PCI DSS」準拠など、人的・物理的・技術
的・組織的対策を講じています。 また、内部からの情報漏え
い対策はもちろん、近年深刻化・巧妙化する外部からのサイ
バー攻撃などの脅威に対しても、常に情報収集を行い、先
進技術を的確に取り入れながらセキュリティ対策の強化を
図っています。

●取締役会
　取締役会は、原則月1回、または必要に応じて随時開催さ
れ、法令で定められた事項や経営に関する重要な事項等の意
思決定および業務執行状況の監督を行っています。

●経営会議
　経営会議は、会長、社長、副社長およびその他関連する重
要な組織の長等で構成されており、原則週1回の開催によ
り、取締役会付議事項の事前審議および取締役会が決定した
経営に関する基本方針に基づく業務執行上・業務運営上の重
要事項の審議・決定を行っています。

●各種委員会
　コンプライアンスに関する事項の審議等を行う、社長所管
の「コンプライアンス委員会」を設置し、オリコおよびオリコ
グループにおけるコンプライアンスの推進を図っています。 
その他に過剰与信の防止を含む適正な与信の実現および加
盟店管理の強化に関する重要な対策事項を審議・決定する
「クレジット対策委員会」など、事業活動を行ううえで取り組

むべき重要事項に応じて各種委員会を設置しています。

　オリコは、株主総会の下に法定機関である取締役会、監査役会を置くほか、経営会議を設けています。 また、激変する経済情勢や
多様化するお客さまニーズ・加盟店ニーズに即応し、業務執行の迅速化・効率化を実現するため、執行役員制度を導入しています。

内部統制

情報セキュリティ

　内部統制とは財務報告の信頼性、法令等の遵守、業務の有
効性・効率性、資産の保全という企業の４つの目的を達成す
る手段であるとの観点から、当社では定期的にそれらの状況
を確認し、その結果を改善につなげることで内部統制の向
上を図っています。 会社法で求められている適法、適正な業
務を確保する体制の構築のために「内部統制システムの基本
方針」を定めており、定期的に整備・運用状況を確認していま
す。 また、財務報告に係る内部統制については、金融商品取
引法で求める内部統制報告制度の実施基準に準拠して毎年
整備および運用状況の有効性評価を行っており、この内部統
制体制の定着を図っていくことで、財務報告の信頼性の確保
に努めています。

■コーポレートガバナンス体制図

■オリコグループにおける
　コンプライアンスの定義

各種委員会
統合リスク管理委員会／クレジット対策委員会
ALM委員会／新規業務・新商品委員会
事務改革推進委員会／CS向上委員会

監査役

業務監査部

監査役室

会計監査人

財務
グループ

コンプライアンス
グループ

信用管理
グループ

カード推進
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市場開発
グループ

営業推進
グループ

事務
グループ

業務統括
グループ

選任 選任

選定

（2015年12月1日現在,抜粋）
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●内部通報制度「オリコ・ヘルプライン」の社内窓口を一本化し、新たに社外
　窓口を設置
●オリコードケースブック「SNS」編および個人情報事故未然防止チェック
　ツールの作成・配布
●高度化・巧妙化するサイバー攻撃に対し、サイバーセキュリティ管理態勢
　を強化
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オリコは、基本理念等に基づき、目指すべき姿として『真に社会から存在意義を認められ、分割・決済
ニーズのあるお客さまに最高の金融サービス・商品を提供することにより、お客さまの豊かな生活と
夢の実現に貢献』を掲げ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っています。 このために
は、経営の透明性やステークホルダーに対する公正性を確保し、かつ、迅速・果断な意思決定が重要で
あると考えており、当社の経営環境を踏まえ、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでいます。

基
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オリコグループは、ステークホルダーの皆さまから信頼いただける企
業を目指して、全役職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「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。 また、コンプライアンス
を法令遵守にとどまらず、社内の規程や規則はもと
より、倫理などの社会的規範を遵守することと定義
しています。 私たちの企業活動はお客さまや社会の
信頼のうえに成り立っており、その信頼は当社の事
業基盤そのものだと考えています。

経営会議

コンプライアンス委員会

詳しくはWebサイト「企業情報」もご覧ください
http://www.orico.co.jp/company/corporate/governance/

詳しくはWebサイト「企業情報」をご覧ください
http://www.orico.co.jp/company/corporate/antisocial/

　オリコグループは、「反社会的勢力に対する基本方針」を制
定し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える、暴力団をはじ
めとする反社会的勢力との一切の関係遮断に取り組んでい
ます。

（1）反社会的勢力への対応については、オリコグループの行
　  動規準として定めた「The Orico Group Code」の中で         
　   「会社としての取り組み姿勢」および「社員としての取り
　  組み姿勢」として具体的に行動の判断尺度を明文化し、全
　  役職員に周知を図っています。
（2）反社会的勢力との関係遮断に対する役職員の意識の醸成
　  と徹底を図るため、継続的に社内研修を実施し、反社会的
　  勢力に対しては、経営トップ以下、組織全体で対応し、全
　  役職員が断固たる姿勢で取り組んでいます。
（3）反社会的勢力との取引が判明したときは、警察・暴力追放
　  運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と連携し
　　ながら、取引排除に向けた対応に取り組んでいます。

反社会的勢力との取引遮断

　当社では、「個人情報保護方針」に基づき、個人情報の取り
扱いに関し、利用・取得、管理態勢・方法等を明確化するとと
もに、社員一人ひとりへの周知徹底を行い、個人情報の適切
な保護、管理強化に努めています。 2006年10月プライバシ
ーマークの認証を取得し、個人情報保護のマネジメントシス
テムである「個人情報の保護に関するコンプライアンス・プロ
グラム」を継続的に見直し、個人情報の適切な取り扱いを図
っています。

個人情報保護

法令遵守

社内規程
社内規則

企業倫理
社会規範

監査役会

社長

事業を支えるCSR コーポレートガバナンス 事業を支えるCSR コンプライアンス

2015年度の
総括と主な成果

行動規準「オリコード」
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とする情報資産の適切な管理に努めています。 機密性・完全
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べく、クレジットカード情報の取り扱いにおけるグローバ
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い対策はもちろん、近年深刻化・巧妙化する外部からのサイ
バー攻撃などの脅威に対しても、常に情報収集を行い、先
進技術を的確に取り入れながらセキュリティ対策の強化を
図っています。

●取締役会
　取締役会は、原則月1回、または必要に応じて随時開催さ
れ、法令で定められた事項や経営に関する重要な事項等の意
思決定および業務執行状況の監督を行っています。

●経営会議
　経営会議は、会長、社長、副社長およびその他関連する重
要な組織の長等で構成されており、原則週1回の開催によ
り、取締役会付議事項の事前審議および取締役会が決定した
経営に関する基本方針に基づく業務執行上・業務運営上の重
要事項の審議・決定を行っています。

●各種委員会
　コンプライアンスに関する事項の審議等を行う、社長所管
の「コンプライアンス委員会」を設置し、オリコおよびオリコ
グループにおけるコンプライアンスの推進を図っています。 
その他に過剰与信の防止を含む適正な与信の実現および加
盟店管理の強化に関する重要な対策事項を審議・決定する
「クレジット対策委員会」など、事業活動を行ううえで取り組

むべき重要事項に応じて各種委員会を設置しています。

　オリコは、株主総会の下に法定機関である取締役会、監査役会を置くほか、経営会議を設けています。 また、激変する経済情勢や
多様化するお客さまニーズ・加盟店ニーズに即応し、業務執行の迅速化・効率化を実現するため、執行役員制度を導入しています。

内部統制

情報セキュリティ

　内部統制とは財務報告の信頼性、法令等の遵守、業務の有
効性・効率性、資産の保全という企業の４つの目的を達成す
る手段であるとの観点から、当社では定期的にそれらの状況
を確認し、その結果を改善につなげることで内部統制の向
上を図っています。 会社法で求められている適法、適正な業
務を確保する体制の構築のために「内部統制システムの基本
方針」を定めており、定期的に整備・運用状況を確認していま
す。 また、財務報告に係る内部統制については、金融商品取
引法で求める内部統制報告制度の実施基準に準拠して毎年
整備および運用状況の有効性評価を行っており、この内部統
制体制の定着を図っていくことで、財務報告の信頼性の確保
に努めています。

■コーポレートガバナンス体制図
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　を強化
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は、経営の透明性やステークホルダーに対する公正性を確保し、かつ、迅速・果断な意思決定が重要で
あると考えており、当社の経営環境を踏まえ、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでいます。
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経営会議

コンプライアンス委員会

詳しくはWebサイト「企業情報」もご覧ください
http://www.orico.co.jp/company/corporate/governance/

詳しくはWebサイト「企業情報」をご覧ください
http://www.orico.co.jp/company/corporate/antisocial/
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事業を支えるCSR コーポレートガバナンス 事業を支えるCSR コンプライアンス

2015年度の
総括と主な成果

行動規準「オリコード」



　・入社時研修、階層別研修（集合型研修）
　・職場内研修（DVD教材による集合型研修と
　 eラーニングによる個人学習）
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事業を支えるCSR リスク管理

●人権啓発研修
　差別やハラスメントのない人権尊重に根ざした職場環境
の実現に向け、さまざまな人権に関する実践的な研修や啓
発活動を継続的に実施しています。 特に2015年は、部落地
名総鑑事件発覚から40年、同和対策審議会答申から50年を
迎える年にあたることから、人権啓発活動の原点である同和
問題を、トップ層人権啓発研修テーマとしました。

人権啓発活動の推進

事業を支えるCSR 人権の尊重

●人権啓発標語の募集
社員一人ひとりが職場・家庭・地域社会等において、人権尊重
の心を育み合えるよう、12月の人権週間に、オリコグループ
全社員および家族から人権啓発標語を募集しています。 人権
啓発委員会にて社内表彰作品を選考のうえ、社内イントラネ
ットと各拠点に掲示して人権尊重意識の浸透を図っていま
す。 2015年度は、3,320作品の応募があり、39作品を社内表
彰作品として選出しました。

社内表彰作品のなかでも特に優秀だった6作品を東京人権啓
発企業連絡会の2015年度人権啓発標語へ出品したところ、
家族の部において優秀賞を受賞しました。

　本委員会は、次の2つの事項を目的に運営しています。
・当社における各種事業を安定的に遂行して経営資源を保 
　全し、企業価値を維持向上するために、異なるカテゴリーに
　属するさまざまな外的・内的要因のリスクを統合的に管理
　してリスクの所在と大きさを適時かつ正確に把握すること。
・各種のリスクを適正に管理してリスクの顕在化に伴う各種
　事態を適切に予防すること。

統合リスク管理委員会
●社員の意識醸成
　大規模地震やインフルエンザの大流行などによる緊急事
態発生時の対応ならびに事業継続管理に関して、「事業継続
管理規程」を制定し、影響の極小化および業務の迅速かつ
効率的な復旧を行う体制を構築しています。 事業継続管理
計画は毎年見直し、人命と安全の確保を最優先とした安否
確認や業務復旧に関する実践的な訓練・教育を定期的に実施
して緊急時対応計画の実効性を検証しながら、リスクへの
対応力強化に取り組んでいます。

BCP（事業継続管理）

●時代の変化に応じた課題への対応
　全社員に対して、コンプライアンス意識のさらなる醸成と
浸透を図るため、研修等を実施しています。 しかし、環境や
社会からの要請事項は常に変化しており、従来にはない新
たな課題への対応が必要不可欠です。 今期は、社会問題化し
ている「ソーシャルメディア」の利
用、その有用性と危険性について全
社員が理解を深めるため、他社事
例を交えたケースブックを制作し
ました。 また、個人情報漏洩等の未
然防止を実践するため、始業前に各
自がセルフチェックできるツール
を作成・活用し、お客さまの大切な
個人情報の保護に努めています。

●内部通報制度「オリコ・ヘルプライン」
　オリコおよびオリコグループ会社の全社員を対象に、不正
や違法行為、人権、ハラスメントに関する通報や相談を受付
する窓口を社内および社外に設置しています。
目的 ： 
違反行為や、その恐れのある行為をいち早くキャッチし、問
題解決に向けて早期に対策を講ずることで、会社の自浄作用
を高め、不正発生の未然防止に努めています。
通報者保護 ： 
「内部通報規程」に、通報者・相談者のプライバシーを厳守す
ること、通報等に基づき、不利益な取り扱いを受けないこと
を明確に規定しています。
運用状況 ： 
第56期のオリコ・ヘルプライン
への通報件数は46件ありまし
た。 受け付けた通報について
は、内容に応じ調査、事実確認
等を行い、適宜対応しています。

コンプライアンスに関する
通報・相談窓口 　社員は行動規準であるオリコードを遵守するとともに、さ

まざまな啓発ツール（e研修、コンプライアンスビデオ、ケー
スブック等）を通じて、継続的にコンプライアンス意識の醸成
を図っています。

社員の意識醸成

基
本
的
な
考
え
方

各種事業を安定的に遂行して経営資源を保全し企業価値を維持向上するため、経営層が会社全体のリ
スクを定期的に把握・管理する「統合リスク管理委員会」を2005年11月に設置しました。 同委員会で
の総合的管理のもと、各種リスクの担当部門でさらにきめ細かくモニタリングを実施する体制を整え
ています。

●トップ層に対して同和問題をテーマとする人権啓発研修の実施
●人権啓発DVD「なぜ企業に人権啓発が必要なのか」をオリコおよびオリ
　コグループ全社員が視聴

基
本
的
な
考
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方

人権尊重は、企業活動における根幹的な社会的責任と認識し、社員一人ひとりが働きやすい職場環境
づくりと当社の発展につなげていくため、行動規準「オリコード」に人権の尊重と差別やハラスメント
の排除を定め、会社と社員の取り組み姿勢について周知徹底を図っています。

2015年度オリコ優秀賞受賞作品

集合研修の様子

オリコヘルプライン 社員携帯カード

社員の部
「優しい気遣い あなたの笑顔
              　　みんなで“かなえる”明るい職場」

2015年度 東京人権啓発企業連絡会
家族の部 優秀賞受賞作品
「違いがあるからステキな社会
　　　　　　　　違いがないのはやさしい心」

家族の部
「ありがとう 思うだけより 伝えよう」

2015年度の
総括と主な成果

セルフチェックツール
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