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オリコの考えるCSR

経営とCSR

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。

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、経営方針や行動指針、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。

経 営 方 針 行 動 指 針

「何かをかなえようとする全ての人（お客さま）に、もっと寄り添う存在
でありたい」という、オリコが目指すべき姿を表現しています。

ブランドスローガン

オリコは、お客さま、株主・投資家、加盟店・取引先、社員、地域社会等をステーク

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

社員

労使協議会・人事面談・
研修・社内報・

経営トップとの語りあいの場・
社員意識調査・ヘルプライン

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

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・営業のご報告・
投資家向け説明会

地域社会

ボランティア活動・
業界団体を通じた活動 ・
NPOと協働した活動・
各種イベント活動

お客さま

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

ステークホルダーとの主なコミュニケーション手段
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編集方針
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：2016年度（2016年4月1日～2017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。

Webサイト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/

CSR活動における
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

企 業 活 動 CSRへの取り組み

基 盤

ガバナンス人材 人権リスク管理

信頼関係の構築

お客さま 加盟店 コンプラ
イアンス

セキュ
リティ

社会
貢献 環境

個品割賦
事業

カード・融資
事業

銀行保証
事業

決済・保証
事業

4つの基幹事業

重点テーマ取り組み項目

地域社会への貢献、
次世代の育成支援

人材育成・多様性の
推進・働きやすい
職場づくり

環境負荷低減
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

社外ステークホルダーと
連携した社会的課題解決
に資する取り組みの推進
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トップメッセージ

オリコグループの社会的な役割

　オリコの社会的意義を考えるとき、私は歴史観をしっか

り持つよう心掛けています。歴史を知ることは、すなわち

変化を理解するということです。

　信販業の発展は、日本経済の成長期に国民の購買力を高

め、「消費＝豊かなくらし」を後押しすることにありました。

クレジットカードの社会的な普及を含め、その時代のオリ

コが社会に貢献してきた経緯は疑うべくもありません。 

　現在の状況を歴史的な視点で俯瞰してみれば、時代が

大きく変化する中で、オリコにも社会に貢献する企業にな

ることが期待されていると理解できるでしょう。例えば、

オリコの主力マーケットである自動車業界においては、

社長就任後の１年を振り返って

　私がオリコの社長に就任して1年が経過しました。あた

たかいご支援をいただいたステークホルダーの皆さまに

まずは謝意を申し上げます。

　私は、これまで約37年間身を置いてきた銀行業からの

転身となったため、まずはオリコをしっかりと理解するこ

とを自らの最優先事項と定めました。オリコはグループ全

体で110以上の拠点がありますが、海外も含め、なるべく

全ての拠点を訪問し、より多くの社員と対話を重ねることで、

オリコのカルチャーがどういったものかを認識し、現場の

社員の感性やマインドを把握するよう努めています。

　信販業界は過去10年、過払い金返還請求や貸金業法・

割賦販売法の抜本的な改正などの厳しい経営環境にあり

ましたが、オリコはその間、先輩の経営陣や社員が一丸と

なり、忍耐強く課題に取り組んできました。そして、現在の

経営の土台をつくりあげ、2016年度は11年ぶりの復配を

実現しました。そして今、オリコは新しい歴史をつくる

フェーズのスタートラインに立ったと考えています。

　経営トップである私のミッションは、新しい局面を駆け

上がっていくオリコに強い原動力を与え、オリコブランドの

対外的な浸透も含め、オリコの方向性をしっかりと明示す

ることです。これからのオリコが大きく発展する企業であ

ることを、社内外に浸透させていきたいと考えています。

「一人ひとりが皆リーダーである」ことを

全社員が意識し、お客さまの「かなえる」に

寄り添っていきます。

62年の歴史を持つオリコは、お客さまの生活に寄り添い、個人消費を支えるという社会的

役割の中で、日本経済の発展に貢献してきました。めまぐるしく変わる経営環境の中に 

おいても、基本理念をしっかり見据えることで、オリコグループの社会的意義を拡大させ

ていきます。
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ユーザーによる「所有から使用へ」と消費動向が変わって

きています。所有の減少に着目すれば、オートローンの需

要は減少の一途を辿るでしょう。しかし、使用の増加に着

目すれば、個人向けオートリースの需要の増加により、私

たちに対する社会の期待も見えてくるでしょう。

　また、キャッシュレス社会も大きな歴史の変化です。ク

レジットカード決済比率は年々伸びていますが、ICTのさ

らなる進化がさまざまな決済サービスを生み出し、普及を

見せています。2020年開催の東京オリンピック・パラリン

ピックに向け、キャッシュレス決済のインフラやセキュリ

ティ環境が整備されつつあり、劇的な市場拡大も予想され

ています。こうした中で、カード決済に長年のノウハウを

持つオリコは、最も社会から期待されている企業の一社で

あると言えます。

　つまり、歴史の流れの中で、オリコの社会的意義は、 

かつての消費を後押しする役割から、決済の利便性向上に

より消費を促進させ、経済や地域を活性化させる役割に変

貌したと言えます。まさに、「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」という当社

の基本理念の実現に向け、社員一人ひとりが、いかに主体

性を持って知恵を絞るかが、強く問われる時代になったの

ではないでしょうか。言い換えれば、自社商品をいかに売

るかという姿勢ではなく、全てにマーケット・インの発想を

持って、お客さまのニーズに応えるという意識改革が、今、

最も重要なのです。

中期経営計画におけるCSR

　「変革への挑戦による新たな『成長モデル』の実現」を基

本方針とした中期経営計画が2015年4月にスタートし、

市場の変化に即した新サービスの提供や、新分野への進

出の動きが活発化してきました。しかし、今後、収益体質

をさらに強化し、持続的な企業成長を実現するには、 

ステークホルダーや社会から存在意義を認められること

が重要です。そのためには広報・IR活動やCSR活動など

の情報発信の場で、オリコが安定的に発展を続けていくこ

とを十分に理解してもらう必要があります。

　中期経営計画では「CSRの進化」を方針の一つとして掲げ、

代表取締役社長
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行動指針をより具体化したもので、企業として、
社員として、市民として、一人ひとりが守るべき
ことを明文化しています。行動の判断尺度とし
て自らの行動を照らし、正しい進路を示す羅針
盤として共有しています

ることです。人と組織が生み出す活力が、変革に必要なエ

ネルギーとなります。オリコは今、改革に向け、オープン

で良好なコミュニケーションを推進し、働きがいのある職

場づくりに努めています。

　私は全社員に「一人ひとりが皆リーダーである」と発信し

ています。社員一人ひとりにリーダーの自覚があれば、「自

分の部署や会社のサービスがお客さまや社会に対してどう

あるべきか」というビジョン、そのビジョンを実現するた

めの具体的なミッションを定め、パッションをもって取り

組むことで、目標を達成できると考えています。この

「VISION」「MISSION」「PASSION」こそが、私が掲げる経

営の最大のキーワードです。私のミッションは無尽蔵のパッ

ションをもって、オリコのビジョンを全社員に語り続けるこ

とです。前述の拠点訪問はもちろん、本社部室長と各拠点

長がオリコグループの目指すべき姿を論じる「オフサイト

ミーティング」などの諸施策を活発化させていきます。

　また、強い挑戦意欲をオリコのカルチャーとして根付か

せたいと考えています。2016年度には初めて希望者から

支店長を選出する支店長公募を実施しました。特に若い

ステークホルダーへの基本姿勢と社会に対して
果たし続けていくべき使命を、共通価値観とし
て示したものです

基本理念

理念体系

行動規準

基本理念実践のための心構えとして、基本的な
方向性を示したものです経営方針

判断・行動する際の基本方針を示したものです行動指針

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

創造力豊かで
挑戦する勇気のある
人材を育てる

1.
情報を大切
にし迅速に
行動しよう

5.
社会に貢献
する良き
市民となろう

4.
常に効率性を
考えコスト
意識を持とう

2.
親切、丁寧、
誠実な応対
を心がけよう

3.
堅実な与信
で健全な資産
をつくろう

常にお客さまの
立場を考えた

サービスを提供する

人間性を尊重し
風通しの良い魅力ある
職場をつくる

The Orico Group Code（CSRの根幹部分）

お
客
さ
ま
の
豊
か
な
生
活
と
夢
の
実
現

環境活動や震災支援などを行っています。しかし、より重視

しているのは社員教育です。当社ではCSR活動を明文化・

制度化したのは近年であるため、まだまだ進化の途上にあ

ります。オリコの基本理念などCSRの考え方を全社的に浸

透させることにより、社員一人ひとりがオリコの社会的意

義を自覚し、目先の収益だけに捉われず、社会の一員として

の自信や誇りを持つことで、自らの業務により主体的に取

り組むことができると考えています。

　また、CSR活動は社員の一体感の醸成にもつながりま

す。ボランティア活動など、社内外のイベントに参加する

ことで社員間の交流を深め、CSRをベースとしたオリコの

新しい企業文化を形成していきたいと考えています。

「VISION」「MISSION」「PASSION」で
「人事・風土改革」を推進

　人材の育成は、企業経営において最も重要なテーマです。

中期経営計画でも、「人事・風土改革」を大きな骨子の一つ

として定めています。その目的は、人と組織に活力を与え
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オリコグループの新時代を見据えて

　今後オリコグループが持続的に成長するために、海外で

ビジネスを展開していくことを視野に入れています。オリ

コはすでにタイで事業を展開していますが、2016年から

インドネシアにも社員を常駐させています。また、技術革

新にも貪欲に取り組みたいと考えています。FinTechのノ

ウハウを吸収すべく、シリコンバレーやサンフランシスコへ

社員を派遣しています。顧客ニーズの変化や進化し続ける

キャッシュレス社会に向けて、新しいビジネスの芽が次々

と現れています。

　しかし、こうした取り組みもオリコグループの強みであ

る現場社員の力が前提になります。62年の歴史の中で築

き上げたオリコの最大の財産である、全国47都道府県79

万店超の加盟店という営業基盤を持ち、お客さまとの密な

リレーションシップを前提に、そのニーズに応えていく必

要があると思います。

　この大きな財産をさらに発展させ、数多くの新規事業に

大輪の花を咲かすためには、お客さまや社会に対して付加

価値を提供し、Win-Winの関係を構築せねばなりません。

社会からの信頼と期待に応えることによって、オリコはお

客さまの「かなえる」をサポートしていきます。そのため

には全社員の一層の成長が必要です。

　ステークホルダーの皆さまには、オリコの新しいチャレ

ンジにこれまで以上のご声援をお願いいたします。

 代表取締役社長

 河野 雅明

ダイバーシティ推進をさらに強化

　オリコでは、歴史的に女性社員が活躍する土壌があり、

女性社員比率も女性管理職比率も平均的な日本企業を大

きく凌駕しています。各センターに行くとクレジット申込

の受付や審査、債権管理・回収といった、ほとんどの業務

が女性主体で行われています。10人１組のチームの

リーダーも女性です。パート社員も含め、みんな責任感が

強く自主的に業務にあたっています。

　従前から女性活躍推進チームを人事部に設置していまし

たが、これをさらに強化するため、2016年10月1日、女性

を室長とするダイバーシティ推進室を組成しました。さら

に支店やグループの枠を越えて女性管理職のネットワーク

づくりを目的に「Orico Women’s Network」を立ち上げま

した。女性社員たちがセクションを越えて情報交換したり、

悩みを共有するなどの過程を通じ、組織が活性化していく

ことを期待しています。また、同推進室では、女性活躍だけ

ではなく、障がい者雇用やアスリートの採用などにも取り

組んでいます。

　もともと多くの女性が活躍している会社ではありますが、

オリコの良さを社内でも認識し、社外へ積極的にアピール

することで、ダイバーシティの効果が好循環していくこと

を期待しています。

社員たちのチャレンジする意欲を積極的に評価したいと

考えており、希望すれば海外での語学研修や他社研修な

どの異業種交流にもより一層多くの社員が参加できる仕

組みをつくっていきます。社員のチャレンジ精神こそが、

当社を成長させる新しい発想を生み出していくのです。
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約1.4倍

クレジットカード業界の現状
　2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を控

え、政府主導でキャッシュレス化が推進されています。

EC決済の拡大、各種税金などでのクレジットカード決

済の導入、さらにはこれまでの金融サービスとICTが結

びついたFinTechに代表される新しい決済ソリューショ

ンの登場などが想定されます。このことで、現在50兆円

規模のクレジットカードショッピング市場は、東京オリン

ピック・パラリンピックが開催される2020年には75兆

円規模の市場になると言われています。

　市場規模の拡大によって、オリコのカード事業も順風満

帆であると言いたいところですが、現実は戦国時代の様相

を呈しています。顧客向け事業では新規事業者の参入やプ

リペイドカード・デビットカードなどクレジットカード以外

でのショッピング、加盟店向け事業では新規事業者の参入

に加え、加盟店獲得競争による手数料率の低下、訪日外国

人のインバウンド対応、さらにはFinTechへの対応など、 

競争が激化しています。カード事業は決して参入障壁が 

低い業界ではないのですが、クレジット会員数や加盟店数

特集 多様性に応えるオリコ

クレジットカードの多様性に応える

カード推進グループ副担当

執行役員  小原 高之

東京オリンピック開催に向けて、クレジットカード市場は、決済方法の多様化を伴いながら、

その規模を拡大しています。変化の大きい市場においてこそ、「豊かな人生の実現」を常に念頭におき、

お客さまの多様なニーズに応えることが、オリコのクレジット事業の成長の原動力です。

クレジットカード
ショッピング市場規模
（兆円）

自社調べ
参考： （株）矢野経済研究所「クレジットカードショッピング市場に関する調査結果 2015」

 （一社）日本クレジット協会「クレジット関連統計」
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2016年10月25日よりApple Payへの対応を開始

TVCM「オリコカードとApple Payで支払いを すばやく楽しく」公開中

本業での社会貢献
　このようなクレジットカード業界の現状を踏まえてオリ

コの今後の成長を考えたとき、私は常にオリコの基本理念

に立ち返ります。「お客さまの豊かな人生の実現」をカード

事業を通じて少なからずお手伝いできているなら、私たち

の事業が意義あるものと考えられます。

　では、「豊かな人生の実現」とは何か。私は、消費生活を

下支えすることと考えています。それは、お客さまの消費

生活におけるさまざまなニーズを、いかに便利に、タイム

リーにそしてスムーズに実現するか、すなわち、日々変化

するお客さまの「こうなったら便利」に、いかに的確にかつ

スピーディに応えていくかということです。これが「豊か

な人生の実現」という私たちの社会への貢献であり、また、

私たちの成長でもあると考えています。

成長のカギは「多様性」
　戦国時代到来といった現在の状況を踏まえ、中期経営計

画において、クレジットカード事業を「成長エンジン」とし

て徹底的に取り組むことを決めました。そして、この計画

において、多様化するお客さまの消費生活を一層便利にす

る可能性が非常に高いFinTechへの取り組みを重点施策と

しました。

　2015年10月、最新情報にアクセスするための海外活動

を開始し、本場であるシリコンバレーに社員1名を派遣し

ました。2016年4月にはFinTech専門チームを発足、同

年10月にはみずほ銀行サンフランシスコオフィスにも1名 

といった「数」がキーとなる事業だけに、ネットビジネス系

など多くの登録会員数を持つ事業者が参入してきている状

況です。このような状況の中、市場規模拡大の恩恵をその

まま享受できるというシナリオは考えにくく、私たち自身が、

お客さまへの最適なサービスや革新的なアイディアを常に

考え、前進しなければ、あっという間に淘汰されるという

危機感を持って臨んでいます。

派遣しました。現在、最先端で活動する企業の調査は年間

1,000社を超え、他社との共同事業の検討は100社近くに

上ります。このような活動の成果として、2016年10月か

ら日本でも開始されたアップル社による「Apple Pay」の

ファーストローンチパートナーとなりました。

　また、ICTの進化は目覚ましく、AIを審査や利用促進、さ

らにはWebサイトやコールセンターなどに活用することで、

多様化するお客さまからのご要望に適切にお応えするこ

とが可能になると考えています。

https://youtu.be/T_esU3eSoNk
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女性活躍推進 障がい者雇用

人材の多様性に応える
2016年10月1日、オリコにダイバーシティ推進室が発足しました。オリコはダイバーシティを推進し、

多様な人材が輝くことで「強いオリコ」の実現をめざします。

オリコのダイバーシティ
　企業活動を行ううえでの課題として、激しく変化するビジ

ネス環境、多様化する顧客ニーズなどの外的要因に加え、少

子高齢化による人材不足や社員自身の文化的多様化などの

内的要因にも、企業は直面しています。このような事業環境

の中、人が財産であるオリコにとって、社員一人ひとりがい

かに輝くかが、中期経営計画の「人事・風土改革」の要であり、

「強いオリコ」を実現するための重要なファクターです。

　オリコは女性活躍推進をはじめ、障がい者の雇用や介護

支援など、人材に関する多くの活動をこれまでも行ってき

ました。これらの活動をさらに総合的に推進していくため

には、専門的に取り組む組織的機能が必要であると考え、

ダイバーシティ推進室が発足しました。

　ダイバーシティ推進室は「すべての社員が互いを認め、尊

重しあい、一人ひとりが、持続的に活躍・成長できる企業

風土と働く環境の確立をめざします」をビジョンとして掲

げています。性別や年齢、障がいの有無といった外見だけ

ではなく、性格や価値観・考え方といった内面も尊重し、

日々の業務に活かしていけるようにサポートしていきます。

現在、私を含めて3名でダイバーシティ推進に関する各種

人事部 ダイバーシティ推進室

室長  白倉 里美

特集 多様性に応えるオリコ

キャリア
開発室

人事企画
チーム

人材開発
チーム

総務・厚生
チーム

人権啓発室

人事ブロック

ダイバーシティ
推進室

オリコのダイバーシティ推進体制

人事部内での連携

シニア

外国人

福利厚生

人材配置 制度設計

LGBT
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さらなる高みへの施策を継続

　女性活躍推進を加速させるために、以前から人事部にあっ

た女性活躍推進チームの役割をダイバーシティ推進室が引

き継ぐ形で、各種施策に取り組んでいます。金融関連企業

の女性比率は他の業界よりも高く、オリコにおいても女性

比率は43.4%（2017年3月時点）です。女性の活躍を推進

するうえで、現在のオリコの各種制度はほぼ整っていると

考えていました。しかし、専門的な視点で取り組んでみると、

改善の余地がたくさんあることに気付きました。

　私自身、これまでWebマーケティングの部署で業務を行

いながら、子育てをしてきました。どのようにすれば女性 

が活躍しやすくなり会社がより活性化されるのか、どうすれ

ば双方にとって良い結果になるのかについて、仕事と育児を

両立した経験を活かしながら、ワーク・ライフ・バランスの

問題や子育・介護の両立支援など「働くためのベースづくり」、

さらには女性のキャリア形成支援のための研修や、女性 

制度の充実よりも理解の浸透を

　さまざまな施策の企画や制度の充実もさることながら、

なぜダイバーシティが大切なのかという本質的な理解を浸

透させることが最も重要であると感じています。ダイバーシ

ティ推進室の目下の最大の使命は、この本質を社内に啓発

していくことです。オリコにおけるダイバーシティは、社員

がお互いの個性を認めあい、受け入れ、尊重しあうことで、

輝く個性を十分に発揮させることです。輝く個性の集まり

が強いオリコをつくり上げ、将来を切り開くことにつなが

るということを、社員全員に浸透させたいと考えています。

施策の企画・立案などを担当し、具体的な活動は人事部内

で連携して行っています。

管理職の地域ネットワーク「Orico Women’s Network」の 

充実など、「さらなる高みへの施策」を今後も継続して実施し

ていきたいと考えています。

　また、仕事・育児・介護という視点に立てば、女性社員に

限らず、男性社員も含めた制度の改善・充実をすることな

どが重要になってきます。女性の活躍のためには男性の理

解と協力も必要であると言われますが、そうした幅広い視

点で施策を考え、制度を充実させていきたいと考えています。

　さらに、障がい者雇用やLGBTへの対応についても、受

け入れ体制や職務内容、配属先の検討、配属先への指導、

対応マニュアルの制作など、しっかりとした仕組みづくり

を行っていきます。

　このほかに、2017年4月に世界を目指すトップアスリート

を2名採用しました。この採用は、高みを目指して挑戦する

仲間を全社で応援することで、社員同士の絆を強化し一体

感を醸成することを目的としています。この2名のバックアッ

プもダイバーシティ推進室の役割の一つです。

ダイバーシティ推進室のビジョン
すべての社員が互いを認め、尊重しあい、一人ひとりが、持続的に活躍・ 
成長できる企業風土と働く環境の確立をめざします

基本方針
1. 違いを受け入れ、認め、活かすことができる、多様性受容の実現

2. 社員の長期的なキャリア継続を支援するための風土改革・意識醸成

3. 働きがい、働きやすさを実感できる職場環境の実現

女性活躍に関する行動計画
2018年3月31日までに管理的地位※1にあたる女性社員を18%以上
2018年3月31日までに支店長クラス※2に占める女性を20人以上

※1 営業店課長以上に相当　※2 支店長、副支店長、本社課長

支店の
上司

人事部

サポート役 オブザーバー

近隣支店
の先輩

サポート体制

Orico Women’s 
Network

課 長

同じ立場ならではの
悩みや経験を共有し、
気軽に相談し合える場

Orico Women ’s Network
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社会の
ニーズ

•   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
• 決済方法の多様化
• FinTech領域の急速な拡大
• ヘルスケアビジネスの拡大 等

•   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
• ガバナンスの強化
• ダイバーシティの推進
• 働き方改革
• 待機児童問題
• 産業の新陳代謝の促進 等

事業／社会環境の動向

事業基盤

人こそ
財産

コーポレート
ガバナンス

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。

豊かな
人生

社会

信頼関係 お客さま

機会とリスク

63百万円

社会貢献活動への支出：

約
※1

千万枚9.7約

コピー用紙の購入量：

※1

オリコの価値創造プロセス
当社のCSRは、経営の基本理念を一連の企業活動の中で実現するよう努めることです。当社および社

員一人ひとりが、将来に向けて社会とともに発展していくために自らの持ち場で果たせる社会的責任

とは何かを考え、日々の業務に取り組むことが使命であると考えています。

109
社会貢献プログラム
参加社員数：

人
※1

オリコの
社会貢献
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事業活動

※14.3 兆円

単体取扱高：

※21.4兆円

銀行保証残高：

※1 2016年度実績

※2 2017年3月末時点

※3 2016年度の取扱件数を利用件数として表記

※216.8％

女性管理職比率：

クレジットカード会員数：

1,018 ※2

万人

※27万人

学費サポートプラ
ン利用者数：

億円2,136
営業収益：

億円286
当期純利益：

3,039
純資産：

億円

9.9
ROE：

％

5.7
自己資本比率：

％

億円3,2905
総資産：

兆

※219
支店長クラスの
女性人数：

人

社内公募・コース
転換社員数：

※19 人

※3

万件 48
オートローン利用件数：

オリコの
人材力

オリコの
社会的価値

オリコの
経済的価値

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
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オリコとお客さまとの関係（カード事業）オリコとお客さまとの関係

お客さま

オリコ

お客さま

オリコ

加盟店

販売機会拡大
利便性向上への寄与

商品・サービス

加盟店

販売機会拡大への寄与

商品・サービス

豊かな生活と
夢の実現

791 799
764

2015 2016 2017

11,429
12,243 12,196

2015 2016 2017

719 734 738

2015 2016 2017

14,923 15,483
16,570

2015 2016 2017

　2017年3月末現在、79万店超の加盟店数と1兆2,196

億円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、新しいクルマの

乗り方を提案するオートリース、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

化していく中で、30年以上にわたる経験を通して、新しい

商品の開発に取り組んでいます。今後も社会・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

の推進に努めます。

　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、キャッシュレス化に

向けた各種インフラが整備され、クレジットカード市場は

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「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。また、地方自治体と連携した地方創

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。

事業収益
（億円）

取扱高
（億円）

事業収益
（億円）

カードショッピング取扱高
（億円）

多彩な
支払手段の
提供

安心・安全な
決済手段の
提供

カード・融資事業個品割賦事業

事業を通じて
オリコの価値創造プロセス
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オリコとお客さまとの関係（収納保証）オリコとお客さまとの関係

お客さま

オリコ

お客さま

オリコ

加盟店

保証・請求業務の効率化

商品・サービス

保証

資金

44

53

68

2015 2016 2017

4,550

5,101

5,769

2015 2016 2017

12,251
13,057

13,824

2015 2016 2017

320
350

393

2015 2016 2017

　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。2017年3月末現在、提

携金融機関数は572行、銀行保証残高は1兆3,824億円と

なっています。30年以上の確かな実績を持つ銀行保証事

業の特徴は、金融機関や地域ごとの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」

などは、オリコの認識する社会課題やリスクに合致する保

証商品です。ニーズの多様化が予測される個人向け融資の

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。

　決済・保証事業は、家賃保証、売掛金決済保証、小口

リース保証、集金代行の4つの事業を柱に2017年3月末

現在、取扱高は5,700億円を超えています。お客さまの豊

かな生活と夢の実現に向けて、不動産賃貸、通信、通話、

ガスなどのライフラインサービスから日常生活、さらには

企業間取引における決済サービスを提供しています。そし

てこれからも事業領域の拡大に向けて、さまざまな成長

が期待できる分野に積極的に取り組み、今後のオリコの成

長エンジンとして新たな決済ビジネスの拡大により持続的

成長をめざします。

事業収益
（億円）

銀行保証残高
（億円）

事業収益
（億円）

取扱高
（億円）

金融機関 保証
多彩な
決済手段の
提供

資金需要
充足の拡大

銀行保証事業 決済・保証事業
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クレジットポリシー
1  お客さまに安心、便利、お得なクレジットシステムを提供することにより、お客さまの豊かな人生の実現を目指します

2    クレジットシステムの提供に際しては、関連法令を遵守し、また、お客さまの声を反映させることにより、クレジットシステムを充実させ、健全な 

消費生活をサポートしていきます

3    クレジットの申し込みを受けたときは、申し込みの内容、申込者の契約意思等を確認のうえ、お客さまの状況に応じた適正な与信を行うことに努めます

4    加盟店との取引に際しては、その経営方針、販売商品、販売方法等を確認し、取引の健全性ならびにお客さまとの信頼関係の確保に努めます

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、お客さまとのかかわりにおける行動指針として 

CS向上宣言を掲げて取り組んでいます。

「わたしたちは、お客さまの豊かな人生のために、
	 期待を超えるお客さま価値の創造に挑戦します」

CS
向上宣言

お客さま対応・サポート体制の整備・構築

　お客さまからのご意見・ご要望や社員の気づきに対して

は各部署で解決を図る一方で、全社横断的な課題に対して

はCS向上委員会において、お客さま目線での解決に向け

た取り組みを実施しています。対応結果の一部をオリコ

Webサイト上に開示することで、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います。

　また、お客さまからのお問い合わせに対し、より正確で

迅速に対応できるように外部評価やアンケート、モニタリ

ングの結果を基にオペレーターのスキルアップ研修等を実

施するなど、応対品質の向上に取り組んでいます。

　また、会員向けWebサービスのeオリコとEC決済代行

サービスOricoPayment Plusは国際セキュリティ基準で

ある「PCI DSS」の認証を取得し、カード情報の保護に努め

ています。OricoPayment Plusではカード情報を保有せ

ずにカード決済が行えるサービスを提供し、加盟店のセキュ

リティ強化も行っています。

金融犯罪対策（クレジットカード犯罪）

　クレジットカード犯罪による不正使用被害の抑制のため

に、ICチップ付きクレジットカードの発行、不正検知システ

ムの導入、疑わしい取引のご利用時本人確認の実施などの

対策を行っています。

ユニバーサルデザインの推進

　クレジットをご利用いただく幅広いお客さまにとって、

見やすく・分かりやすく・伝わりやすい情報提供および記

入しやすさの向上を目指し、クレジット申込書の全面的な

改訂を行っています。ユニバーサルデザイン※1を取り入れ、

消費者モニターなども参考に消費者目線でデザインを見

直し、外部認証機関UCDA※2からデザインの見やすさを

評価する「認証レベル1」を取得しました。オートローン申

込書をはじめ各種申込書の改訂を順次進めています。
様々な応対

加盟店 取引先 行政・
マスコミ

金融
機関 地域 株主顧客

お客さま

現場と本社が一体となって
サービスを強化する取組現場 本社

CS向上活動全体図

オリコ

お客さまの声を収集し
対応を発信する取組

応対力を客観的に
評価する取組

※1   ユニバーサルデザイン
年齢、性別、身体的状況、知識、経験等の違いに関係なく、より多くの方が利用しやすい
ように設計されたデザイン（施設・製品・情報の設計）を目指す概念

※2   UCDA（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）
情報コミュニケーション分野におけるユニバーサルデザインの普及・啓発活動を展開す
る第三者機関

オートローン申込書
一部抜粋

お客さまとの信頼関係
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加盟店さまとのかかわり

加盟店は当社にとって重要なパートナーであり、公正な取引を行うことで相互の繁栄につながると考えて

います。

「お客さま」「加盟店」「オリコ」の信頼関係を大切にし、豊かな生活と夢の実現に向けて取り組んでいきます。

加盟店満足度調査

　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

取り組みの一つとして、2012年3月より半期に一度加盟店

の声をお聞きする満足度調査を実施しています。

　お聞きした声から、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、電話に出るスピードや問題解決のスピード

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3.26へと伸張しています。

　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。

パートナーをよく知るための知識習得「財務分析」

　公正で良好なパートナーシップを築くためには、加盟

店が抱える課題を理解し、ソリューション提案を実践でき

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、社内通信教育を設け、決算書を読み解く実践力を培っ

ています。

　2016年度は266名、累計で528名が修了し、業務に役立

てています。

加盟店満足度調査 総合評価

社内通信教育「財務分析（実務者編）」修了社員数

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、利用者等の保護に欠ける加盟店の行為に関する

情報を一般社団法人日本クレジット協会が運営する加盟店

情報交換制度（JDM）に登録しています。協会加盟会社は

登録された情報を加盟店契約締結時や途上審査の際に活

用し、消費者被害を防止するため不適切な行為を行う事業

者の排除につなげています。消費者の目線に立った加盟店

管理を行うことで、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。

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

112名 64名 36名 50名 266名

お客さまとの信頼関係

加盟店情報交換制度（JDM）

オリコ JDMセンター 他信販

参考情報として
利用 回答

照会

登録

新規・
途上審査

参考情報として
利用

フィードバック
情報の受領回答

原因究明

登録対象外

苦情発生

データベース
蓄積

データベース
検索

検索結果の
提供

検索結果の
提供

データベース
蓄積

データベース
検索
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The Orico Group Code

ハラスメント編

オリコード　ケースブック

目次
はじめに ................................................. P.2
セクシュアルハラスメント .......  P.3 ～ P.6
パワーハラスメント ................ P.7 ～ P.10
マタニティハラスメント ....................  P.11
ハラスメントチェックシート ............  P.12
処分 ......................................................  P.13
参考（関連法令） .................................  P.14

コンプライアンス

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。私たちの企業活動はお客さまや社会の信頼の上に成り立っており、その信頼は当社の事業基盤その

ものだと考えています。

オリコグループにおけるコンプライアンスの定義

　「コンプライアンス」という言葉は、一般的には法律を守

ること、いわゆる「法令遵守」と訳されることも多いのです

が、オリコグループでは法令遵守にとどまらず、社内の規

程や規則はもとより、倫理などの社会規範の遵守までを含

めた広い意味で用いています。

社内規則

社会規範

法令

行動規準「オリコード」

　The Orico Group Code（オリコード）は、コンプライア

ンスを実践していくためにオリコグループの全役員、社員

が守るべきことを行動規準として明文化したものであり、

冊子としてオリコグループの全員に配布しています。この

冊子では、理念と行動規準の関係やオリコグループにおけ

る「コンプライアンス」の考え方を示しています。

理念理念理念理念理念理念

経営方針

行動指針

基本理念

コンプライアンス意識の醸成

コンプライアンス研修
　社員は行動規準であるオリコードを遵守するとともに、

さまざまな研修（全社一斉e研修、新入社員入社時研修、

新任課長・支店長研修、反社会的勢力対応に係る研修、

フォローアップ研修等）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。

「コンプライアンストップセミナー」
　「反社会的勢力との関係遮断に伴う対応と最新動向」 

および「反社会的勢力に係る排除態勢の全体像」について

理解・浸透を図ることを目的に、2017年3月、本社およ

び営業店の管理職145名を対象に「コンプライアンストッ

プセミナー」を実施しました。

ケースブック「ハラスメント」編
　コンプライアンスの正しい認識を

醸成し、ハラスメント防止・排除に

つなげる啓発ツールとして、オリコ

ケースブック「ハラスメント」編を作

成、オリコグループで働く全社員に

配布し職場における研修等に活用し

ています。

オリコグループ社員意識調査の実施

　「コンプライアンスアンケート」をさらに発展させた、 

オリコグループで働くすべての社員を対象とする、「オリ

コグループ社員意識調査」を2017年1月に実施、第１回と

なる今回は、8,143名の回答を得ました（回答率90.3%）。

コンプライアンスに関する設問だけでなく、会社・職場の

魅力に関する事項や、ダイバーシティ推進、ワーク・ライ

フ・バランス等を盛り込み、今後、調査結果を参考に課題

を抽出し、職場環境等の改善に向けた取り組みを行って

いきます。

お客さまとの信頼関係
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お客さまとの信頼関係

コンプライアンスに関する通報・相談窓口

　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

を受け付け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じることで、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：
　2016年度のオリコ・ヘルプラインへの通報件数は60件、

相談件数は32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。

情報セキュリティ

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・可用性に対する様々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「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、「オリコCSIRT」の態勢において、常に情報収集を行い、技術的トレンドを的確に取り入れ

ながらセキュリティ対策の強化を図っています。

個人情報保護

　オリコでは、「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月にプライバシーマークの認証を取得し、「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。

システムセキュリティ対策の強化

　システムセキュリティ対策に関しては、攻撃技術のレベ

ルと攻撃主体が内部か外部かの観点で分析したうえで、優

先順位を付けて継続して強化に取り組んでいます。内部か

らのデータ持ち出しに関しては、社内パソコンからのデータ

持ち出し機能を抑制し、USBメモリやスマートフォンの接

続を禁止するとともに、情報漏えいにつながるWebサイ

トの閲覧を制限しています。また、システムへのアクセス

権については、パスワードポリシーに従った定期的なパス

ワード変更と管理者による定期チェックを行い、管理を徹

底しています。外部からのサイバー攻撃に関しては、不正

アクセス／不正侵入の検知・防御などの多層的な対策を施

しており、攻撃リスクの低減を図っています。さらに近年

巧妙化している添付ファイルに不正な機能を仕込んだ不

審メール等に対しては、最新の検知機能を備えるとともに、

検知後の対応手順を全社員に周知・徹底しています。
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社会との信頼関係

社会貢献活動

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に貢献することを目指しています。地

域団体やNPO法人などのステークホルダーと連携しながら、社員の自主的・能動的な活動を支援してい

ます。活動に参加することで、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。

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。2016年度については、会員の投票

により決定した寄付先に加えて、熊本地震の復旧・復興へ

の支援として義援金を寄付し、寄付金の総額は700万円 

（5団体、1自治体）となりました。

社員の社会貢献活動の支援

　社会貢献プログラム「Orico One Step Program」でオリ

コグループ社員の社会貢献活動を後押ししています。現地

に赴いて活動するボランティアだけではなく、自宅で家族

と一緒にできる活動や就業後に会社で行う活動など社会貢

献に一歩踏み出すことをコンセプトにさまざまな活動を紹

介しています。2016年度は109名、これまでに累計で

325名の社員・家族が参加しています。

神戸市室内合奏団への支援

　オリコは公益財団法人神戸市民文化振興財団と提携し、

さまざまな音楽活動を応援する社会貢献カード「Kobe 

Harmony Card」を発行しています。

　また、財団の演奏団体である「神戸市室内合奏団」は所

在地の神戸にとどまらず、毎年東京でも公演を行っていま

す。オリコはこの東京公演において、お客さまのご招待や

当日の運営のお手伝いなどを通じて、より多くの方が音楽

に触れ合う場の提供に努めています。

クレジットカード事業を通じた持続的な社会貢献

　クレジットカード事業を通じてカード会員さまとともに

取り組む社会貢献活動として、社会貢献型カードを発行し

ています。

　社会貢献型カードは、ご利用いただく皆さまにご負担を

お掛けすることなく、ご利用金額の一部が提携団体に寄付

される機能を持っています。

　カードをご利用いただくことで持続的な社会貢献が可

能となる仕組みです。1990年の「日本野鳥の会カード」を

皮切りに、現在約60種類を発行しています。

赤い羽根カード 日本動物愛護協会カード
しんくみ
ピーターパンカード 赤十字オリコカード

日本野鳥の会カード ロータリーカード ボーイスカウトカード ピンクリボンカード ウルトラマン
JCB GOLD CARD

主な社会貢献型カード一覧
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被災地支援活動を通じて
　東北には親戚も住んでおり5年ぶりに訪問しました。現地の皆さまから「直接足を運ん

で現状を知ってほしい。また多くの人に伝えてほしい」という話をいただきました。

　震災から6年が経過して世間の意識が薄れていく中、現地の皆さまの「言葉」を大切に

受けとめ、寄り添っていきたいと感じました。

　ボランティアの参加にあたって、職場の上司・同僚には快く送り出してもらい感謝して

います。今回体験したことを一人でも多くの人と共有していきたいと思います。

社会との信頼関係

環境保全

持続可能な社会を築いていくためには環境問題への取り組みが不可欠であるという考えのもと、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、身の回りでできることを行って

います。

クールビズの全社実施や照明の間引き、ペーパーレスの推進など、省エネ・省資源を促進しています。

環境会計の導入に向けて

　事業活動における環境負荷の軽減に向けた取り組みを

さらに推進するために、オリコは環境保全の取り組みにか

かる費用と効果の把握を2016年度の実績から始めます。

　環境保全の取り組みを定量的に評価する手法として、環

境省「環境会計ガイドライン2005年版」に準拠した環境会

計を導入して、今後の環境負荷低減に向けた取り組みの意

思決定に反映していきます。

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

でペーパーレス化を促進するため、ペーパーレス会議や電

子文書の推進を行っています。ペーパーレス会議では、資

料のつくり方から見直し、資料の作成時間・説明時間が大

幅に短縮され生産性向上にもつながっています。また、電

子文書の推進により、コピーを必要最小限に抑えています。

オリコWebセンター 市川 敦子

　東日本大震災で甚大な被害にあった被災地に、オリコグループができる支援を継続
しています。
　また、2016年4月に発生した熊本地震の一日も早い復旧に役立てていただくため、
オリコグループ社員およびオリコから合計300万円を熊本市に寄付しています。

被災地支援の取り組み

● カード会員のポイント寄付にマッチングして同額を寄付
● 宮城県本吉郡南三陸町を中心としたボランティア活動
● 社員食堂での東北の食材を使った応援メニュー
● スポーツ選手との協働による子どもたちとの交流

Voice
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社員とのかかわり

● 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。
● 会社はその結果はもとより、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。

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。

人事
ビジョン

求める人材像
オリコが求める人材像は、以下のとおりです。

1  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

2    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

3    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

4    常に顧客志向で創造力を持ってチャレンジする人材

5    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
追及していく人材

社員教育制度

　社員一人ひとりの人材価値を高めるため、基礎教育の

徹底や主体的なキャリア形成・能力開発等をテーマとし

た各種研修・通信教育を体系的に行っています。

　具体的には、社員の自己実現を支援する「キャリア形成

グループごとの業務知識習得プログラムの実施

　営業推進、カード推進、金融保証、管理等のグループご

とに階層別や商品別、目的別に研修体系を組成し、業務に

必要な知識の習得やスキルアップを図っています。

　具体的にはコンサルティング営業の実践に向けた営業

スキルアップ研修、お客さま応対品質向上に向けたCS指

導力向上研修、「創造力、課題解決力、提案力」の強化に向

けた提案力コンテストや、専門的な知識の理解度を測る知

識レベル認定試験など、目的に合わせた多様な研修に取

り組んでいます。

支援プログラム」や、年次・階層ごとに必要となる能力・ 

スキル向上のための「階層別研修」等を実施しています。

　また、業務に必要な知識を習得するための「社内通信教

育」や、社員が描いたキャリアに向けて自己啓発に取り組む

ための「社外通信教育」（200コース以上）を提供しています。

研修体系

基礎教育
（1年目）

キャリア研修Ⅰ
（4年目）

新任支店長・
副支店長研修営業店課長

フォローアップ研修

360度
フィードバック研修新任課長研修

キャリア研修Ⅲ
（13年目）

キャリア研修Ⅱ
（8年目）

キャリア形成支援

社内・社外通信教育

女性活躍推進
選抜リーダーシップ強化研修選抜キャリア研修

異業種研修 女性管理職研修

入社

マネジメント

オリコの経営基盤
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男性育児休業
　副所長という立場上、育児休業制度を利用することに抵

抗感が多少ありましたが、平日に子どもたちとたっぷり遊

べたことや、短い期間ですが妻の負担を軽減することがで

きて、制度を利用して良かったと考えています。

　当センターでは多くの女性

社員が働いています。男性社

員も育児休業を取得し、率先し

て育児に参加する姿勢を示す

ことで、働くお母さんたちに

とって、働きやすい職場づくり

に努めていきたいと思います。

女性活躍推進の取り組み

　2010年の女性社員10名によるワーキング組成をきっか

けに、段階的に女性活躍推進に取り組んできました。女性

社員が持てる能力を最大限に発揮し、安心して生き生きと

働くことができる組織風土の醸成に取り組んでいます。

　女性社員のキャリア形成支援として、女性管理職および

選抜研修、管理職を対象とした女性部下マネジメント研修

等を実施し、女性活躍における社内の意識と理解の向上を

図っています。

障がい者雇用

　オリコでは、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、1.8％（2017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、働きやすい職場環境

の整備を行っています。

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、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。役割期待の明確化、職務範囲や権限の見直しを行い、

職務の開発と支援を行っていきます。

ワーク・ライフ・バランス

　オリコでは、仕事と育児・介護を両立して働き続けられ

るよう両立支援制度の充実を図るとともに、やりがいをもっ

て働くことができる環境の整備を行っています。引き続き、

定時退社や計画年休の促進などによ

る総労働時間の削減、管理職向けガイ

ドブックの作成等による両立支援に関

する意識向上を行っていきます。また、

2012年、2014年、2016年の過去3回、

「くるみん」の認定を受けています。

安全・健康推進活動

　社員の悩みなどの軽減や緩和、健康保持促進にかかわる

メンタルヘルス対策の強化のため、セルフケアに関する情報

を提供する「メンタルヘルス専用サイト」、健康・メンタル等

のあらゆる相談に対応する専用窓口「こころとからだのサ

ポートダイヤル」を設置しています。

オリコカードセンター 副所長 西元 克介

人事データ

従業員数※1

連結 4,456名

単体

3,658名

男性：2,071名

女性：1,587名

平均年齢※1 41.7歳

平均勤続年数※1 16.4年

女性管理職比率※1※2 16.8%

障がい者雇用率※3 1.8%

女性の育児休業取得率※1※2 100%

育児短時間勤務利用者数※1 186名

※1 2017年3月末時点　
※2 女性活躍推進法の算出定義に準拠
※3 2017年3月1日時点

オリコの経営基盤

Voice
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リスク管理

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。また、多様化するリスク

を総合的に管理する部署を2017年4月に設置し、リスク管理の高度化を図ります。

統合リスク管理委員会

　統合リスク管理委員会は、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、さらに、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の2

つを目的に運営しています。

事業継続管理に関する社員の意識の醸成

　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。

2016年度オリコ人権啓発標語優秀賞２作品

 社員の部   ほんとうの　つよさはやさしさ　おもいやり

 家族の部   笑顔の種　蒔いてみようよ　自分から

人権の尊重

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

りと当社の企業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、会社と社員の取組姿勢について周知徹底を図っています。

人権の尊重・差別の禁止を啓発する活動の実施

　2016年度は障害者差別解消法・ヘイトスピーチ対策法・

改正男女雇用機会均等法など新法の施行および法改正が

あり、それらに対応すべく人権啓発活動に取り組みました。

また、人権啓発活動の原点である同和問題をはじめ、オリ

コグループで働くすべての社員を対象に「新・人権入門」を

テーマとしたDVDを視聴することで、LGBTなどさまざま

な人権課題に対する知識習得を行いました。さらにトップ

層を対象に厚生労働省監修のパワーハラスメントに関する

動画視聴を行い、パワーハラスメントの防止に努めました。

人権啓発標語コンクールの実施

　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、毎年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。

　2016年度は、応募件数3,447作品と過去最高を更新し、

45作品を社内表彰作品として選出しました。なかでも優

秀な６作品については、加盟する東京人権啓発企業連絡会

へ優秀作品として出品しました。

オリコの経営基盤
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コーポレートガバナンス

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。

コーポレートガバナンス体制

　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

　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。会社法における内部統

制については、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、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 （2017年4月1日現在,抜粋）

株主総会

社長

財務
グループ

コンプライアンス
グループ

リスク管理
グループ

カード推進
グループ

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

指名・報酬委員会

選任

選定

選任

監査

会計監査人

選任

会計監査

各種リスクの管理
ALM運営の審議 等

監査役会 監査役

経営会議

コンプライアンス委員会

業務監査委員会

コンプライアンス
の推進

業務監査部 ITシステム監査室

取締役会

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

監査役室

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。

委員会

コンプライアンスに関する事項の審議等を行う「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。また、内部監査における業務執行に関する知見や専門的・客観的意見を取り入れることにより内部監査の
充実を図ることを目的に業務監査委員会を設置しています。さらに、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。

オリコの経営基盤
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社外取締役  大庫 直樹

ガバナンス改革の3年を振り返って
　はじめての独立役員として社外取締役に選任されてから、

そろそろ3年の歳月が過ぎようとしています。

　オリエントコーポレーションは、自動車ローンや銀行保

証ではナンバーワンの会社です。しかし、就任した2014

年当時は直近期まで7期連続無配の会社でした。また反社

問題で厳しい立場に立たされてもいました。

　社外取締役になって、オリコに肌身で接してみれば、

みんな誠実に一生懸命にしごとをしていることがすぐに

分かりました。でも、詰めが甘い。それが率直なオリコ

の印象でした。

　どんな会社もパーフェクトでないことは、当たり前のこ

とです。しかし、パーフェクトでないことを言い訳にする

ことはできません。株主にとって、顧客にとって、社員に

とって、社会にとっての責務を果たすことが求められます。

この3年間でオリコのコーポレートガバナンスは大きな進

歩を遂げました。取締役会での活発な論議、社外取締役と

監査役によるフリー・ディスカッション、指名・報酬委員

会の設置、独自の取締役会評価。さまざまな変革が進めら

れました。

　これからもオリコがナンバーワンであるために、人口減

少や競争の激化など乗り越えなければいけない課題は多

数あります。ガバナンスの強化は、多様な発想を尊重し、

課題の克服にも大きく寄与していくものと期待されます。

略歴

1985年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

1999年7月 同社パートナー
2005年7月 GEコンシューマー・ファイナンス株式会社

（現、新生フィナンシャル株式会社）執行役員

2008年8月 ルートエフ株式会社代表取締役（現任）

2009年5月 大阪府特別参与

2012年1月 大阪府・市特別参与

2013年4月 同志社大学非常勤講師（現任）

2014年6月 当社取締役（現任）

2016年4月 広島県特別参与（現任）

社外役員からのメッセージ

オリコの経営基盤

株主・投資家とのかかわり

オリコは、経営戦略および財務・業績状況等に関する情報を適時・適切に開示するとともに、IR活動の充

実を図り、株主・投資家の皆さまからの信頼と評価を得ることを目指します。また、当社は、IR活動を通じ

て収集した有用な意見・要望を会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に役立てていきます。

株主・投資家への情報開示活動の浸透

　株主・投資家の皆さまに対して、年2回「営業のご報告」

をお届けし、決算の概要やトピックスとして当期の主な

取り組みをお伝えしています。株主総会の開催について

は、いわゆる集中日を避け、株主の皆さまが参加しやす

い環境整備に努めています。主な IR活動としては、アナ

リスト・機関投資家向けに決算発表（半期毎）終了後に、

代表取締役が決算説明会を開催するなど、適時、情報開

示を行っています。なお、IR資料に関しては、ホーム

ページに掲載しており、説明会の模様については、2016

株主・投資家の皆さまとの対話

　オリコは株主の皆さまと株主総会において活発な質疑応

答を行い、IRにおいては投資家の皆さまと個別ミーティン

グや投資家向け説明会にて経営トップとの対話を行うなど、

ご意見・ご質問を幅広く受け付け、双方向のコミュニ

ケーションを大切にしています。今後もより多くの株主・投

資家の皆さまとのコミュニケーション充実に努めていきます。

年3月期第2四半期決算より動画を当社のWebサイトに

掲載しています。
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企業情報

商 号 株式会社オリエントコーポレーション
（英訳名：Orient Corporation）

創 業 1954年（昭和29年）12月27日

主な事業 個品割賦事業／カード・融資事業／銀行保証事業

資 本 金 1,500億円（2017年3月31日現在）

従業員数 3,658人（2017年3月31日現在）

本 社 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
TEL 03-5877-1111

会社概要

株式の状況 株式の所有者別分布状況（普通株式／2017年3月31日現在）

発行可能株式総数

1,965,000,000株 うち、 普通株式 1,825,000,000株
優先株式 140,000,000株

発行済株式の総数（2017年3月31日現在）

1,858,163,703株 うち、 普通株式 1,718,163,703株
第一回Ⅰ種優先株式 140,000,000株

株主数（2017年3月31日現在）

29,966名 うち、 普通株式 29,965名
第一回Ⅰ種優先株式 1名

単元株式数

普通株式 100株
優先株式 1,000株

支店の状況

総拠点数 110拠点
支店 67拠点
クレジットセンター 10拠点
ローン保証支店・センター 10拠点
管理センター・サービス支店 15拠点
上記以外※ 8拠点

中部地区 13拠点
支店 10拠点
クレジットセンター 1拠点
ローン保証支店・センター 1拠点
管理センター・サービス支店 1拠点

関西地区 15拠点
支店 10拠点
クレジットセンター 1拠点
ローン保証支店・センター 2拠点
管理センター・サービス支店 1拠点
上記以外 1拠点

中国・四国地区 12拠点
支店 9拠点
クレジットセンター 1拠点
ローン保証支店・センター 1拠点
管理センター・サービス支店 1拠点

九州地区 15拠点
支店 10拠点
クレジットセンター 1拠点
ローン保証支店・センター 1拠点
管理センター・サービス支店 2拠点
上記以外 1拠点

北海道地区 3拠点
支店 1拠点
クレジットセンター 1拠点
管理センター・サービス支店 1拠点

東北地区 10拠点
支店 6拠点
クレジットセンター 1拠点
ローン保証支店・センター 2拠点
管理センター・サービス支店 1拠点

関東・甲信越地区 27拠点
支店 15拠点
クレジットセンター 2拠点
ローン保証支店・センター 2拠点
管理センター・サービス支店 5拠点
上記以外 3拠点

首都圏地区 15拠点
支店 6拠点
クレジットセンター 2拠点
ローン保証支店・センター 1拠点
管理センター・サービス支店 3拠点
上記以外 3拠点

※ 上記以外：
ソリューションセンター、オリコ事務センター、オリコビジネスローンセンター、CSセンター、 
オリコカードセンター、カード発券センター、カードオペレーションセンター、業務センター

金融機関

63.0% （38名）

その他の
国内法人

21.3% （408名）

個人

11.8%
（29,252名）

外国法人等

2.3% （205名）

証券会社

1.6% （62名）

株主数
29,965名
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