
オリコの経営基盤

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、社員が安心して活き活きと働くことができる環境を実現します。

人事ビジョン・求める人材像

　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
追求していく人材

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

支援プログラム」や、管理職に必要となる能力・スキル向上

のための「登用者研修」などを階層別に実施しています。

研修体系

初期教育
（1～3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

社内通信教育／社外セミナー・研修

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

マネジメント

入社

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、知識向上・マルチスキル化をめざした知識レベル

認定試験や実務スキル認定制度、応対力向上を目的とした

CS研修、他店の業務を経験し自店業務に生かすモデル

ラーニング留学など、目的に合わせた多様な研修に取り組

んでいます。

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、安心して活き活きと

働くことができる組織風土の醸成に取り組んでいます。

　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「社外セミナー・研修」の受講機会を提供しています。
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労働時間削減への取り組み

　職場単位で半年に一度「労働時間に関する協議会」を開

催し、定時退社の実施や有給休暇取得推進による労働時間

削減などについて、職場の責任者と社員の代表が話し合い

を行い、各職場で工夫を凝らした取り組みを行っています。

オリコグループ社員意識調査の実施

　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2018年2月に実施し、第2回

となる今回は、9,465名の回答を得ました（回答率99%）。

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、コンプライアンスに関する設 

問などを盛り込み、今後、調査結果を参考に課題を抽出し、

職場環境などの改善に向けた取り組みを行っていきます。

正社員登用制度

　より広い業務範囲および責任の大きな仕事への挑戦意

欲のある有期契約社員に、活躍の場を提供することを目的

として正社員登用制度を再構築し、2018年4月に28名の

正社員登用を実施しました。

風通しの良い職場づくりの取り組み

　社長をはじめとした役員と社員が直接対話する「タウン

ミーティング」や、部室支店長が組織の枠を超えて自由闊

達に会話する「オフサイトミーティング」を実施するなど、

風通しの良い活力あふれる組織づくりに取り組んでいます。

における喫煙スペースを廃止しました。今後は、喫煙者に対し健
康への関心を深める取り組みを検討していきます。

  アスリート社員と一緒にバランスボールを使用したストレッチ、
「Let’sエクササイズ」を実施しました。初級編・中級編・上級編の

3部構成とし、お昼休みの15分間でリフレッシュできる内容を選
んでいます。
  本社・別館の食堂では、バランスの良い食事による健康の促進を
目的として週に1回、「おいしー、ヘルシー、からだうれしー。」と
題してカロリーにも気を使ったメニューを提供しています。

　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、1.92％（2018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

　定年退職後に再雇用を希望する社員については、本人の

経験・能力を生かせる職務で雇用し、継続して活躍をして

もらえることをめざしています。

　長期間の雇用を見据え、健康に配慮し、ワーク・ライフ・

バランスを重視した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、やりがいを持っ

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などに

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。

健康経営の取り組み

　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、健康・メンタル等のあらゆる相談に対応する専用窓口

「mylifeサポートダイヤル」を設置しています。

　2017年9月に、健康経営推進に関する「健康宣言」を 

策定し、健康経営に取り組んでいます。

取り組み内容
  2017年度よりインフルエンザ予防接種の費用補助を開始しま
した。初年度の費用補助申請者は2,088名となり、約30％が制度
を活用しました。
 2017年度の健康診断受診率は100％で全員が受診しました。
  受動喫煙防止策の一環として2018年1月1日より、執務スペース
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男性育児休業
　管理職という立場上、当初は取得を躊躇
する部分は正直ありましたが、社内での取
得状況を知ったことや、周りからの後押し
もあり、下の子の出産の際に短い期間です
が育児休業を利用しました。産後間もない
妻の負担軽減や子どもと触れ合う時間にも
つながり、今回制度を利用して大変良かった
と思います。ワーク・ライフ・バランスの観
点や末永く働ける職場環境づくりにより、
本制度の多く
の方の理解と
利用機会につ
ながることを
期待します。
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人権の尊重・差別の禁止を啓発する活動の実施

　2017年度は男女雇用機会均等法の法改正施行に伴い、

グループ会社を含め全社員向けに「マタニティハラスメント

から考える職場の人権」のビデオ視聴をすることで、マタハ

ラに対する基本的な知識を習得し、マタハラ防止につなげ

ました。また、トップ層を対象に、法務省作成のLGBTビデ

オ研修を行い、LGBTに対するセクハラ未然防止を目的に

正しい理解と実践に努めました。併せて、同和問題をはじ

めさまざまな人権問題に対応できるよう人権啓発研修を

実施し、ハラスメントのない誰もが風通しの良いと思える

職場環境づくりにも努めています。

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・地域社会などにおいて、

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。

　2017年度の応募件数は、4,213作品と過去最高を更新し、

79作品を社内表彰作品として選出しました。中でも優秀な 

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、うち1作品が佳作を受賞しました。

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の認識のもと、社員一人ひとりが働きやすい職場環境づ
くりを通じて人権文化の創造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、会社と社員の取り組み姿勢について周知徹底を図っています。

2015年度 2016年度 2017年度

従業員数（人）※1

連結 4,416 4,456 4,627

単体

全体 3,701 3,658 3,634
男 2,101 2,071 2,025
女 1,600 1,587 1,609

平均年齢（歳）※1 41.7 41.7 41.6
平均勤続年数（年）※1 16.3 16.4 16.3
支店長クラスの女性人数（人）※1 16 19 24
女性管理職比率※1 15.7% 16.8% 18.6%
社内公募・コース転換社員数（人） 15 9 21
障がい者雇用率※2 2.08% 1.84% 1.92%

育児休業取得率
男 1.1% 4.7% 34.7%
女 100% 100% 100%

育児時短利用者数（人）※3
男 0 0 0
女 213 226 239

介護休職利用者数（人）※3
男 0 0 0
女 2 2 2

介護時短利用者数（人）※3
男 0 0 0
女 0 0 1

組合組織率※1 57.0% 57.2% 57.0%
従業員の定着状況（人）
（入社から3年後）

入社人数 50 110 117
在籍者数 46 90 88

有給休暇取得率 53.3% 54.3% 57.4%
年間所定外労働時間（一人当たり） 365:00 364:42 358:23
年間総実労働時間（一人当たり） 2077:12 2070:28 2058:22

※1 3月末日時点実績　※2 3月1日時点実績　※3 通期累積実績

人事データ
Voice

業務監査部 直江 彰
（取得時：カードオペレーションセンター副所長）
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