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オリコの考えるCSR
経営とCSR

ブランドスローガン

「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、

オリコがめざすべき姿を表現しています。

オリコは、お客さま、株主・投資家さま、加盟店・取引先さま、社員、地域社会など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

● ステークホルダーとの主なコミュニケーション手段

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・取引先さま

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 ・
NPOと協働した活動・
各種イベント活動

株主･投資家さま

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

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

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。

基本理念

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。

・常にお客さまの立場を考えたサービスを提供する。

・創造力豊かで挑戦する勇気のある人を育てる。

・人間性を尊重し風通しの良い魅力ある職場をつくる。

・情報を大切にし迅速に行動しよう。

・親切、丁寧、誠実な応対を心がけよう。

・堅実な与信で健全な資産をつくろう。

・常に効率性を考えコスト意識を持とう。

・社会に貢献する良き市民となろう。

行動
指針

経営
方針
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オリコの考えるCSR

CSRへの取り組み企業活動
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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：2017年度（2017年4月1日～2018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
https://www.orico.co.jp/company/csr/

基 盤

重点テーマ取り組み項目4つの基幹事業

信頼関係の構築

1ステークホルダーとの
コミュニケーションの推進

2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

3地域社会への貢献、
次世代の育成支援

4人材育成・多様性の推進・
働きやすい職場づくり

5環境負荷低減活動の推進

人材 リスク管理 人権 ガバナンス

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

お客
さま

加盟店
さま

コンプラ
イアンス

セキュ
リティ

社会
貢献 環境
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社会環境が大きく変わる中、オリコも変革を
続けることで、基本理念を実現します。

代表取締役社長

トップメッセージ
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一人ひとりのオリコの社員が、目の前のお客さまに対して何をなすべきか、基本理念に

基づいて主体的に考えられるカルチャーをつくっていきたいと考えています。お客さま

や社会とのコミュニケーションを重視することで、基本理念の実現をめざしていきます。

キャッシュレス化の進展は安全性が鍵

　現在、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向

けて、キャッシュレス環境の整備が進められています。 

政府の「未来投資戦略2017」では、2027年までにキャッ

変わり続ける社会と変わらぬオリコの理念

　私は、事業とはその企業の理念実現のための活動だと考

えています。オリコは、その63年の歴史の中で、個人向け

ファイナンスをはじめとするさまざまな商品の提供を通じ

て、社会の金融インフラ整備に貢献してきました。言い換

えれば、オリコは日本の高度成長期に国民の購買力を高め、

「豊かなくらし」の実現を後押ししてきた企業です。

　今、時代は大きく転換しようとしています。テクノロ

ジーの発達と人々の意識の変化により、消費社会におけ

る金融のあり方は、変化の時を迎えています。モバイル端

末による決済方法などが浸透し、社会はキャッシュレス化

へと向かっています。加えて、モノ消費からコト消費とい

われるように消費者意識が変化し、銀行の店舗やATMで

すらその存在意義が問い直されている時代です。こうした

変化の中で、オリコが社会にすべき貢献は、これまでのよ

うな消費者の購買力の向上ではありません。私たちが今、

社会に求められているのは、さまざまな決済手法におけ

る安全性や利便性の向上だと考えています。現在、次期基

幹システム構築の最終工程に入っており、導入後はお客さ

まサービスのさらなる向上が期待できます。

　「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」という変わらぬ基本理念のもと、 

オリコは自社のサービスの変革に努めます。社会と消費者

のニーズを正しく把握し、よりスピーディに、より柔軟に対

応すべく、オリコはその商品・サービスを進化させ続けね

ばなりません。そしてそれを実現するのはより多くの強力

な人材、すなわち社員の成長です。オリコの変革には、社員

一人ひとりの自己変革が必要です。お客さまの話をよく聞き、

より適切なサービスを提案することで、オリコは社会から

必要とされ、社会のインフラを担う企業であり続けます。

シュレス決済比率を現在の20％から、40％まで高める目

標が掲げられました。また、2018年4月には経済産業省

にて取りまとめた「キャッシュレス・ビジョン」の中で、

2025年に向けて、キャッシュレス決済比率40%の目標を

前倒ししていくことが示されるなど、今後もコンスタント

な事業拡大が期待できます。

　キャッシュレス化は、消費の拡大に大きく貢献すると考

えています。特に日本の地方都市におけるカード普及率は

未だ低く、キャッシュレスによる経済活性化の余地が大き

いため、オリコでは積極的なキャンペーン活動により、地

方のカード会員増加に取り組んでいます。東京オリンピッ

ク・パラリンピックを控え、増加が期待できる外国人観光

客によるインバウンド消費は、地方創生に直結するので、

Alipay（アリペイ）などを利用できる環境を、より広範囲に

増やしていく必要があります。

　また、さまざまな金融・決済テクノロジーを事業に取り

入れる努力をしています。これまではグループごとにイノ

ベーションチームを組織し、国内外の情報を収集し、人工

知能（AI）やビッグデータの活用について検討してきました

が、今年4月にはそれらの活動を一つにまとめ、デジタルイ

ノベーション室を設立しました。これにより、外部との事

業提携などをよりスピーディに実行できます。

　キャッシュレス決済普及の重要なファクターは安全性で

あり、もちろんオリコの果たす役割は大きいと考えています。

オリコでは、クレジットカードのICチップ化を進めています。

これは非常にコストがかかりますが、将来に向けて絶対 

に必要な投資です。また、お客さまの大事な個人情報を、

加盟店が適切に管理できなければ、カード決済の安全性は

保証されないことから、加盟店によるカード情報の管理強

化を推進しています。

　当社に対するサイバー攻撃も最も重要なリスクの一つと

して認識し、最大限のセキュリティ対策を講じています。し

かし、攻撃側も手法をさまざまに進化させていますから、

将来のリスクへの対策も含め、こちらも日々研鑽を重ねる

必要があります。対策会議を定期的に開催し、必要な投資

を惜しむことなく、セキュリティの強化に努めていきます。

トップメッセージ 4 Orico CSR Communication Report 2018



　社員はともすれば目前にある営業目標にのみとらわれ

てしまいがちですが、オリコの事業の目的は基本理念の実

現であり、社員はこのことを忘れてはいけません。これま

で「一人ひとりが皆リーダーである」を重要なキーワード

として、人事・風土改革に取り組んできました。社長であ

る私の最重要ミッションは、日々、伝道師のようにオリコ

の理念体系を社員に語り続け、その理解を促進することで

す。一人ひとりのオリコの社員が、目の前のお客さまに対

して何をなすべきか、基本理念に基づいて主体的に考えら

れるカルチャーをつくっていきたいと考えています。

　基本理念を浸透させるには、組織の壁を取り払うことが

大事です。オリコでは10数名の経営陣が分担して、現場の

社員と直接話をするタウンミーティングを活発に行ってい

ます。また、部長・室長クラスの管理職が、会社の外で一堂

に会し、オリコのめざすべきものを議論するオフサイト

ミーティングの取り組みも始めました。グループ横断的な

対話を通じて、5年後、10年後のオリコの姿を想像し、そこ

から現在の中期経営計画を振り返る試みです。これにより、

各グループの戦略や営業目標と、基本理念がどのように結

びつくかが見えてきます。

人事・風土改革を推進し、人を育てる

選ばれるオリコへ

　顧客満足の向上に関しては、現在、「全力CS～選ばれる

オリコへ～」というスローガンを掲げ、全社的な取り組みを

　当社では、カンボジアの子どもたちに遊具を届けるプロ

ジェクトへの参加や、新入社員研修の一環としてふじみ野

市への知育パズルの寄贈など、事業以外の社会貢献も活

発に行われていますが、実はこれも現場の社員による自

発的な活動です。まさに、当社の行動指針に掲げる「社会

に貢献する良き市民となろう」を、現場の社員たちが実現

しているのです。

　2017年度には、挑戦意欲にあふれた社風をつくるために、

3名の支店長公募を行いました。彼らがどのような成果を

上げてくれるか楽しみにしています。また、開発途上国へ

の派遣を行うJICAボランティアへの参加者を募りました。

若手の社員が2名、自ら手を挙げて、カンボジアでの観光 

振興とマレーシアでの図書館利用促進を行っています。 

現地でさまざまな苦労を経験することにより、自力でプロ

ジェクトを遂行する力や異文化への対応力など、人間的に

大きく成長して帰国することを期待しています。
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 代表取締役社長

 河野 雅明

自由な発想でダイバーシティを推進する

　オリコでは、2016年の4月に施行された女性活躍推進

法に基づき、2年後の目標として、部長・支店長クラスに占

める女性20名以上、管理職に占める女性社員比率18％以

上という目標を掲げていました。現在、それぞれ24名、

18.6%と目標を上回る実績となりました。また、男性社員

の育児休業取得率についても、すでに30％を超えています。

伝統的に女性の活躍が進んでいるオリコでは、今後も平均

的な日本企業を大きく超える目標が必要だと考えています。

　しかし、ダイバーシティは数字をつくることが目的では

ありません。女性3名で2016年に立ち上げたダイバーシ

ティ推進室では、ダイバーシティの精神を浸透させるため

に自由な発想で、取り組みを推進しています。現在、本社

近隣の大企業にも参画いただき、女性管理職同士でアイ

デアを出し合うネットワーク活動をスタートしており、例

えば休暇取得の促進策や託児施設の共同化など、固定観

念にとらわれずにさまざまな企画を検討しています。

　また、ダイバーシティ推進室が中心となり、日本のトッ

プクラスの陸上アスリート2名を社員として採用しました。

国内の大会では近隣の営業店社員が応援に行ったり、国

際試合には本社の大会議室で壮行会を行ったりするなど、

企業としての一体感や、さまざまな人材へのリスペクトの

醸成といった、良い効果が表れてきています。

持続可能な開発目標（SDGs: Sustainable 
Development Goals）への取り組み

　2015年に国連で採択された持続可能な開発目標

（SDGs: Sustainable Development Goals）については、

オリコとしての今後の方針決定に向け、社内的な研究を進

めています。私個人の印象としては、SDGsの17の目標は、

戦後の日本が経験してきたことと重なるものもあり、オリ

コもその歴史の中で、個品割賦事業などを通じて日本の

経済成長に少なからず貢献してきたという自負があります。

　現在、オリコはタイでオートローン事業を展開しており、

同事業をアジアの他の国々に展開していく予定ですが、 

そうした国々にとってオリコのノウハウは極めて貴重なも

のと感じています。国内でも、ショッピングモールとの提携

カードの発行などは、目標11の「住み続けられるまちづく

りを」に通じるものがあります。濃淡はありますが、多くの

項目がオリコの企業活動と無縁ではありません。SDGsに

関し、これまでの実績、これからの取り組みについて、 

ステークホルダーへのメッセージを積極的に発信していき

たいと考えています。

物事の根本には、すべて良き対話がある

　オリコはお客さまを含む社会全体との対話を常に第一

に考えています。当レポートでの対話、株主総会での対話、

またWebサイトを通じた対話など、今後ともさまざまな

手段でコミュニケーションを取っていきます。それこそが

社会にオリコのことをより良く知っていただくための方

法であり、社会やニーズの変化に迅速に対応していくた

めの手段です。

　お客さまから学び、社会から学び、社会に対する責務を

果たしていく。オリコがこれまでの歴史の中で培ってきた

存在意義に誇りを持ち、ますますお客さまと社会から学

びながら、基本理念の実現をめざしていきます。

トップメッセージ

進めています。オリコでは、個人のお客さまとの接点のほ

とんどがコールセンターです。よって、コールセンターの

応対力の向上がCSに直結します。応対時のクオリティ向

上や応答率の改善など、社員だけでなく外部委託先も含め

て議論を重ね、サービスの改善に努めています。

　全国80万店超の加盟店とは、常に対面の関係になりま

すので、お客さまのオリコに対する信頼感をいかに醸成し

ていくかということが鍵となります。単なる低金利の提供

ではなく、付加価値の高いサービスによる差別化を図り、

「さすがオリコだね」と言っていただけるような関係を構築

しなくてはなりません。社員全員がマーケット・イン型の

発想を持ち、お客さまのニーズに適切に応える、コンサル

ティング型のサービスこそが、顧客満足そのものです。
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社外役員メッセージ

　社外取締役に就任し、2年が経過しようとしています。

私の前職は物流会社で、主に、貨物の保管、輸送、荷捌き

など顧客の大切な資産を、お預かりし管理し運ぶという仕

事でした。

　当社に社外取締役として選任され、当初、全く畑の違う

仕事に戸惑いましたが、各業務のレクチャーを受け、いく

つかの事業所で話を伺い、それぞれの分野で業界をリード

してきた当社の社員皆さんの中に、私は、一人ひとりが積

み上げてきた歴史と自負を感じました。また皆さんの話に

一本の太い芯と、明るく前向きな大きなエネルギーを感じ

ました。これが私の最初の当社の印象です。

　当社は、今日に至る10年余りの間、厳しい環境に見舞わ

れましたが、そのエネルギーとお客さまに支えられ、苦境

を乗り越え、昨年、復配を成し遂げました。

　さらに社会への役割を果たすため、経営層と社員各層と

のフリートーキング、取締役会の活発な論議、社外取締役

と監査役、役員との意見交換、指名・報酬委員会の設置、ま

た、ダイバーシティ推進室の設置と女性室長の登用など、

コーポレートガバナンスに注力するとともに、社員一人ひ

とりが会社の社会的意義を自覚し、お客さまの心に応える

べく各業務に取り組むことが重要と考えてきました。

　また今夏には、長年にわたりつくり上げてきました次期

基幹システムの安全確実なリリースをめざしています。 

これは単にプロジェクトのゴールではなく、オリコの次の

ステップのスタートであります。

　私は、当社の各業務の「縦」の太いパイプと、それらを横

につないでいく強固な業務体制とその展開が求められて

いると考えています。その「横のパイプ」、これはシステム

がつくるのではなく、それを動かす社員一人ひとりが、つ

くりつないでいくものです。当社には、今、この「横の力」

が求められているのです。

　東京オリンピック・パラリンピックの開催も迫り、キャッ

シュレス時代への環境は大きく変化・進化しています。社

員一人ひとりの持続的な成長とガバナンスのさらなる強化

によって、社会に貢献するオリコの将来は、大いに期待さ

れています。

略歴

1967年 4月 澁澤倉庫株式会社入社

1995年 6月 同社人事部長

1998年 6月 同社取締役

2002年 6月 同社常務取締役

2002年 6月 同社管理本部人事部長

2003年 4月 同社管理本部副本部長

2003年 6月 同社管理本部長

2004年 6月 同社代表取締役社長

2008年 11月 財団法人渋沢栄一記念財団
（現、公益財団法人渋沢栄一記念財団）評議員（現任）

2009年 6月 澁澤倉庫株式会社代表取締役会長

2016年 6月 当社取締役（現任）

社員一人ひとりの「横の力」で、
新たなステージへ

社外取締役

犬塚 衞
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社外役員メッセージ／持続可能な開発目標（SDGs）

持続可能な開発目標（SDGs）

国連：持続可能な開発目標とは
2015年9月、全国連加盟国（193国）は、より良き将来を実現する

ために今後15年かけて極度の貧困、不平等・不正義をなくし、私

たちの地球を守るための計画「アジェンダ2030」を採択しまし

た。この計画が「持続可能な開発目標（Sustainable Development 

Goals: SDGs）」です。

　SDGsは、ミレニアム開発目標で十分に手を打てなかった課題に

加え、Rio+20で議論された深刻化する環境課題など17の目標と

169のターゲットに全世界が取り組むことによって『誰も取り残さ

れない』世界を実現しようという壮大なチャレンジです。
グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンより引用
www.ungcjn.org/sdgs/index.html

オリコは、「SDGs」の目標選定と優先的に取り組むべき課題を特定するための検討を開始しました。
SDGsに関する取り組みについて検討し、進めるために「SDG Compass（SGDsの企業行動指針 

̶SDGsを企業はどう活用するか̶）」などを活用していきます。

2016年3月にGRI（グローバル レポーティング イニシアティブ）、UNGC（国連グローバル・コンパクト）、

WBCSD（持続可能な開発のための世界経済人会議）によって作成されました。企業がいかにしてSDGs

を経営戦略と整合させ、SDGsへの貢献を測定し管理していくかに関し、指針を提供しています。指針は、

企業がSDGsに最大限貢献できるよう５つのステップを提示しています。

SDG Compassとは

リユースに資する各種ローンサービスの提供

人権の尊重、差別の禁止を啓発する
活動の継続実施

地域活性化に貢献する決済インフラ整備・構築
および決済シーンの創出

社外ステークホルダーとの連携、
協働による社会的課題の解決に資する取り組み推進

リフォームローンを通じた耐震災化の強化

デンタルローンによる
基礎的ヘルスケア・サービスへのアクセス拡大

クレジットカードや各種保証事業等による
金融サービスへのアクセス拡大

女性活躍推進

学費サポートプランによる
高等教育へのアクセス拡大

ecoソーラーローンによる、
太陽光発電へのアクセス拡大

※ オリコのCSR活動目標とSDGsの17の目標との関係

Step1
SDGsを
理解する※

Step2
優先課題を
決定する

Step3
目標を
設定する

Step4
経営へ
統合する

Step5
報告と
コミュニケーションを行う

SDG Compass
5つのステップ
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キャッシュレス社会
　2018年4月に公表された「キャッシュレス・ビジョン」

では「支払い方改革宣言」として「未来投資戦略2017」で

設定したキャッシュレス決済比率の目標を前倒しし、さら

に将来的には世界最高水準のキャッシュレス社会をめざ

していくと提言されました。キャッシュレスとは、広い意

味では「現金のやり取りなしで決済がなされること」を表し、

キャッシュレス化が進んでいる主要国においては40～

60%程度がキャッシュレスと言われています。普及が進ん

でいる主な理由は、支払いの透明性の確保や通貨の偽造

など、現金取引にまつわるさまざまな問題を解決する手

段として有効であることが挙げられます。

　一方で、諸外国よりも良好な治安など、歴史的背景によ

り、日本においてはキャッシュレス決済比率が先進国ほど

高くないのが現状です。しかし、2020年の東京オリンピッ

ク・パラリンピックなど、国際的な行事が日本で開催され

ることもあり、セキュリティ対策も含めて金融サービスの

CRM開発推進部長

桶谷 浩二

特集

01 キャッシュレス社会の実現
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41.8
46.3

53.9
58.4

63.8

70.1

49.8

75.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018
（予想）

2019
（予想）

2020
（予想）

約1.3倍

特集

オリコの取り組み
　オリコは、「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。」という基本理念を掲げています。割賦事業を

スタートし、クレジットカード事業、さらにEC決済サービ

スなどの事業を拡大してきました。私たちの創業時から

の歩みそのものが、キャッシュレス化への取り組みであっ

たと言っても過言ではありません。

　全国に展開する支店網を生かして、各地域の小売店と

の提携カードを核として、エリアキャンペーンの実施など、

地域活性化およびキャッシュレス化の普及に貢献できる

ように取り組んでいます。

　インターネットやスマートフォンの普及によって、ライ

フスタイルは劇的に変化し、お客さまはデジタルコン

シューマー化してきています。このような社会の急激な変

化の中においても、私たちのめざすところは基本理念の

実現となります。デジタル社会という環境にしっかりと向

き合い、お客さまのニーズをしっかりと捉えて、最善の

サービスを提供するために何が必要かという視点に立ち、

新しいテクノロジーを導入していきます。

　これからも、お客さまに「安心・便利」を体感していた

だけるスマートペイメントを提供し、お客さまの豊かな人

生の実現に役立つことで、社会に貢献していきたいと考え

ています。

安全性の確保
　キャッシュレス化を進めていくためには、さらなる安全

性の確保が前提であると考えています。2020年に向け、「国

際水準のセキュリティ環境」を整備することをめざし、クレ

ジット取引に関わる幅広い事業者および行政が参画して「ク

レジット取引セキュリティ対策協議会」が設置されています。

協議会では、情報保護、偽造防止、非対面取引でのなりす

まし防止などの観点から「実行計画」を策定しセキュリティ

強化のため取り組んでいます。

　このような業界としての動きも踏まえ、お客さまの安全

性を高い次元で担保しながら、お客さまのライフスタイルに

合った決済手段を提供できるようにしていくことが重要です。

環境を整える必要性から、日本政府は今後10年間で先進

国に肩を並べるキャッシュレス社会の実現をめざしてい

ます。

　キャッシュレス化は、匿名性のある現金とは異なり、す

べての取引がデータとして残るため、IoT、ビッグデータ、

AI、ロボットに代表される第四次産業革命での利活用が

期待されており、より豊かな社会の実現には不可欠と考え

られています。

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「2016年版クレジットカード市場の実態と展望」

 （一社）日本クレジット協会「クレジット関連統計」

TVCM「オリコカードとApple Payで支払いをすば
やく楽しく」篇より

キャッシュレス社会の実現
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ダイバーシティのさらなる浸透をめざして
　ダイバーシティ推進室が2016年10月に発足してから 

2年目となりました。

　ダイバーシティ推進室は、「すべての社員がお互いの個

性を認めあい、受け入れ、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」というビジョンを掲げて、ダイバーシティの本質的な

理解を社内に浸透させることを、最大の使命と考えて活動

しています。

　当初、聞きなれない言葉にとまどっていた社員たちに

も、ゆっくりとではありますが、ダイバーシティが浸透し

てきているという手応えを感じています。昨年のCSR 

Communication Report 2017を読んだ女性社員から、

「会社が女性の活躍を支援してくれていることを実感した」

とコメントをもらい、うれしい気持ちもさることながら、

ダイバーシティ推進活動の牽引役として、身が引き締まる

思いです。

女性活躍推進 障がい者雇用

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

オリコ流女性活躍の推進特集

02

人事企画
チーム

総務・厚生
チーム

人事ブロック

キャリア
開発室

人材開発
チーム

人権啓発室

ダイバーシティ
推進室
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活躍する女性像

働き方の多様化̶テレワーク

　金融関連企業の女性比率は他の業界よりも高く、同様

にオリコでも44.3%（2018年3月時点）と高い女性比率で

す。ダイバーシティ推進室は、女性活躍に関する行動計画

で、「管理的地位にあたる女性」の比率を18％以上、「支店

長クラスに占める女性」の人数を20名以上という目標を掲

げていましたが、この3月末でそれぞれ18.6％、24名と

なり、目標を達成することができました。

　もともと職場での女性比率が高いオリコにおいて、女性

が活躍することは企業の発展につながります。オリコに求

められる活躍する女性像とは、自身の強みを発揮して、マ

ネジメント・コミュニケーションスキルを向上させること

ができる人、と私は考えています。その中からリーダーシッ

プを発揮し、全社員のロールモデルとなる人材が増えるこ

とを期待しています。私がここで「全社員」としたのは、女

性の活躍の場が増えることで、その意思決定にも女性をは

じめとした多様な考えが盛り込まれる素地をつくること

になり、ひいては、従来の男性中心のビジネスシーンの中

でさえ、きめ細かい対応力などの女性の良さを皆が吸収す

ることで、性別にとらわれない新しいビジネスパーソンが

生まれると考えているからです。

　テレワークによって、育児期間に時短勤務している女性

社員への対応や通勤時間の削減など、働き方の多様化が

推進されると考え、現在、導入への試行を行っています。

当然ながら、当社も個人情報を扱う企業ですので、業務に

使うPCは専用ネットワークで接続され、カメラによる顔

認証機能や覗き見防止機能などを搭載するなど、徹底し

たセキュリティ対策を行っています。

　まだ試行期間中ではありますが、業務として十分な成

果を得られることが確認されています。その一方で、課題

も見えてきました。一般的にも言われることですが、やは

り「働きすぎてしまう」ことです。誰しも「在宅でさぼって

いる」と思われたくありません。その結果、過度な業務量

となってしまうのです。テレワークが本格的に導入され、

制度として根付いてくれば、運用も円滑になると考えてい

ますが、「働きすぎ」については、今後も注視していきたい

と考えています。

さらなる活躍のために̶男性育児休業
　女性活躍推進法に関する次の行動計画では、男性の育

児休業取得100％をめざすことを追加しました。女性の

活躍の場を広げていくためにも、男性との育児のシェア

は必要です。つまり、男性の働き方も変わっていかないと、

女性の働き方を変えることは難しいと考えています。また、

自分の子どもと接する時間を、本来男性ももっと大切にす

るべきで、女性だけがこの素敵な時間を享受するのはもっ

たいないと思います。子育てが苦手という男性も多くいる

と思いますが、このテーマにも積極的に取り組んでいき

たいと思います。

　テレワークは女性活躍推進のためだけの制度にとどま

りません。今後訪れる大介護時代には、マネージャークラ

スの男性社員も、両親などの介護が必要になることが予

想されます。その時でも、テレワークがあれば自宅にいな

がら仕事ができるので、この制度をしっかりと根付かせ

ていきたいと考えています。

人事部
ダイバーシティ推進室長

白倉 里美

特集

オリコ流女性活躍の推進
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•   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
• 人づくり革命
• 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

•   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／
キャッシュレス社会への対応

• FinTech領域の急速な拡大
• ヘルスケアビジネスの拡大
• 次世代自動車の普及・促進 等

機会とリスク

社会のニーズ 信頼関係

お客さま

社 会

豊かな人生

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。

67
社会貢献活動への支出

百万円約

238
社会貢献プログラム
参加社員数

人

オリコの
社会貢献

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。

オリコの価値創造プロセス
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事業基盤

人こそ財産
コーポレート
ガバナンス

事業活動

決済・保証
事業

銀行保証
事業

個品割賦
事業

カード・
融資事業

※1 2018年3月末時点

※2 2017年度の取扱件数を利用件数として表記

社内公募・
コース転換社員数

21人

18.6
女性管理職比率

％
※1

24
支店長クラスの
女性人数

人
※1

当期純利益

億円280
純資産

2,594 億円

億円2,243
営業収益

4.7％

自己資本比率総資産

億円4,7535兆

オリコの
人材力

学費サポート
プラン利用者数

8万人
※1

銀行保証残高

1.4 兆円
※1

クレジットカード会員数

万人1,061 ※1

※1

※1

※1

単体取扱高

4.4兆円

オートローン
利用件数

47万件 
※2

オリコの
社会的価値

オリコの
経済的価値

オリコの価値創造プロセス 14 Orico CSR Communication Report 2018



799
764 775

2016 2017 2018

12,243 12,196 12,146

2016 2017 2018

734 738 734

2016 2017 2018

15,483
16,570

18,263

2016 2017 2018

事業を通じて

　2018年3月末現在、80万店超の加盟店数と1兆2,146

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、約40年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、地域特性を踏まえた利用促進キャ

ンペーンの実施など、地域経済の活性化に向けた取り組み

にも努めています。

事業収益
（億円）

取扱高
（億円）

加盟店 加盟店

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

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

オリコオリコ 販売機会拡大
利便性向上への寄与

商品・サービス

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

お客さまお客さま

オリコの価値創造プロセス

個品割賦事業 カード・融資事業
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53

68

108

2016 2017 2018

5,101
5,769

7,911

2016 2017 2018

13,057
13,824 13,965

2016 2017 2018

350

393

434

2016 2017 2018

事業を通じて

　銀行保証事業は、大手金融機関をはじめ地方銀行、信

金、信組など金融機関の個人向け融資の審査・保証を行う

事業です。2018年3月末現在、提携金融機関は570以上、

保証残高は1兆3,965億円となっています。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いくことです。

ニーズの多様化が求められる個人向け融資市場で、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2018年3月末

現在、取扱高は7,900億円を超えています。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る持続

的成長をめざします。

加盟店

事業収益
（億円）

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

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

オリコオリコ
保証・請求業務の効率化

商品・サービス

保証

資金

お客さまお客さま

銀行保証事業 決済・保証事業
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お客さまとのかかわり
オリコは基本理念に、「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。」を掲げて業務に取り組んでいます。
お客さまの声に耳を傾け、お客さまに寄り添い、お客さまの期待を超える商品・サービスの提供に努める 

ことで、お客さまとの信頼関係を築いていきます。

お客さまとの信頼関係

お客さまの声に応える取り組み

　オリコはお客さまとのコミュニケーションを何よりも大 

切にしていきたいと考えています。お客さまにより満足いた

だける商品やサービスをご提供するために、お客さま対応

窓口に寄せられたお客さまのご意見やご要望（電話・メール・ 

手紙など）を真摯に受け止め、改善を図っていきます。 

　各部署で解決を図る一方、全社横断的な課題については

CS向上委員会で、解決に向けた取り組みを実施しており、

対応した結果の一部をWebサイト上に開示しています。

1  ユニバーサルデザインの導入※1

取り組み事例

  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めざし、
クレジット申込書の全面的な改訂に着手しています。

お客さまの声に取り組む体制図

経
営
層

※3  2012年6月にお客さま満足度（CS）向上に関する課題・問題点の洗出しを行い、 
その解決に向けて重要事項の審議・調整を行うことを目的に組成

各部対応
全社横断
対応

お
客
さ
ま
の
声 

（
ご
提
案
・
ご
要
望
・
ご
意
見
な
ど
）

C
S
向
上
委
員
会  

※3

C
S
向
上
部
会

カード
センター

クレジット
センター

サービス
センター

その他
お客さま対応窓口

担
当
部
署

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

従業員の取り組み姿勢

　従業員一人ひとりがお客さまとのかかわりを意識しCS

（顧客満足）向上に努めています。お客さまとのかかわりに

おいて、全社員がめざすべき方向性を表現したものとして、

2013年4月にCS向上宣言を掲げ、その中に3つの行動指

針を定め取り組んでいます。

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※2（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

CS向上宣言

「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」

※2  笑声は、「笑顔の見えるような声」という意味の「造語」

2   耳や言葉が不自由なお客さまの専門窓口設置

  2016年11月より、耳や言葉の不自由なお客さまからのお問い合わ
せをスムーズにお受けするため、当社Webサイトに専用ページを
作成し、専用メールフォームでの問い合わせ窓口を設置しています。

3  SMSを活用した取り組み

  2015年12月に、重要な情報をお客さまへ確実にお伝えする新たな
コンタクト手段として、メッセージを携帯電話番号に送信するSMS

（ショートメッセージサービス）を導入しています。

※1  年齢、性別、身体的状況、知識、経験などの違いに関係なく、より多くの方が利用しや
すいよう設計されたデザイン（施設・製品・情報の設計）をめざす概念
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無利子貸与型奨学金

国土交通省航空局

「未来のパイロット」

大空に挑む、
未来を拓く。

パイロットを目指す学生を応援します

● （一社）航空機操縦士育英会（桜美林大学多摩アカデミーヒルズ内）

また、各民間養成機関の問い合わせ先は下記のとおりです。

TEL：042-373-3733（直通）　E-mail：pilot@obirin.ac.jp

問い合わせ先

● 桜美林大学 フライトオペレーション事務室
TEL：042-356-6522
E-mail：avi@obirin.ac.jp

● 千葉科学大学 危機管理学部事務室
TEL：0479-30-4713
E-mail：koho@cis.ac.jp

● 日本航空大学校 操縦科
TEL：0768-26-2233（内線 350）
E-mail：access@jaaw.ac.jp

● 新日本航空株式会社 本社運航所
TEL：0995-58-2211
E-mail：info@newj.co.jp

● 東海大学 入学センター入学課
TEL：0463-58-1211（代表）

● 崇城大学 入試課
TEL：096-326-6810
E-mail：nyushi@ofc.sojo-u.ac.jp

お客さまとの信頼関係

加盟店満足度調査 総合評価

加盟店さまとのかかわり
加盟店さま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」「加盟店さま」「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。

　また、2018年1月にオリコのCS向上活動のさらなる取

り組みのためCSスローガン「全力CS～選ばれるオリコへ

～」を策定しました。全社一丸となって、力を合わせ、お客

さまの期待を超える取り組みをすることで、お客さまから、

お取引先さまから、社会から、さらには私たち従業員自身

からも選ばれるオリコをめざしていきます。

加盟店さまとのかかわり

お客さまとの信頼関係

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

さま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、4点満点の総合評価においては、調査開始時の

3.04から3.27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。

加盟店さまとのつながり

　オリコは、一般社団法人航空機操縦士育英会と提携し、

パイロット養成支援を目的に「未来のパイロット」奨学金立

替払制度の取り扱いを2018年3月より開始しました。

　「未来のパイロット」は、我が国の将来のパイロット養成・

確保がますます重要な課題となっている状況下、パイロッ

ト養成課程の学生の学費負担の軽減を目的に、国土交通

省、民間養成機関、エアラインなどが連携して創設された

奨学金であり、オリコは立替払実施企業として参画してい

ます。

さらなるCS向上の取り組みをめざして

　2017年4月よりお客さま満足度の向上に向け、全社一

体となった取り組みを強化するためCS推進室が新設さ

れました。CS向上への取り組みを図り、お客さまの立場

で考えたより良いサービス提供ができるよう推進してい

きます。
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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めざして、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。

コンプライアンス体制

「コンプライアンス委員会」
　コンプライアンス委員会は、コンプライアンスの浸透・定

着を図り、社会に貢献する企業としての企業価値の向上を

図ることを目的に運営しており、オリコグループにおける

コンプライアンス全般にわたる課題や問題点の検証を行う

とともにコンプライアンスの浸透・定着を図るための措置

等について幅広く協議、検討を行っています。

「コンプライアンスグループ」
　コンプライアンス統括部（コンプライアンス推進室）、 

法務部、内部統制室で構成されており、オリコグループに

おけるコンプライアンスの推進、定着を図るための中心的

役割を担っています。

　コンプライアンス統括部はオリコグループのコンプライ

アンス実践活動の統括部署であり、「コンプライアンス委

員会」および「内部通報制度（オリコ・ヘルプライン）」の事

務局となっています。また、法令および社内規則などに則っ

た適正な業務運営を確保するため、内部管理態勢の整備

を行っています。

　コンプライアンス推進室は、反社会的勢力への対応に関

する企画立案、外部専門機関との連携強化、反社会的勢力

との関係遮断に向けた教育研修の企画立案、反社会的勢力

および犯罪に関する情報収集管理等を行っています。

　法務部は企業法務の専門部署として、リーガルチェック

全般を担当するとともに法律に関する研修資料の作成や情

報提供を行っています。

　内部統制室は内部統制システムに関する企画立案・ 

推進を図り、オリコグループの内部統制が適正に機能する

ための体制整備に取り組んでいます。

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職員が

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。

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、倫理など社会規範の遵守まで含めた

広い意味で用いています。

社内規則

社会規範

法令

The Orico Group Code

理念

経営方針

行動指針

基本理念

お客さまとの信頼関係
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お客さまとの信頼関係

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役職員および退

職者を対象に、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する窓口を社内および社外に

設置しています。

癒着防止

　オリコグループでは、オリコードで規定している行動規準

に基づき、「接待・贈答」に関する手続きを明確化し、不正

や癒着等の未然防止を図り、健全な取引関係の維持に努め

ています。

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、

フォローアップ研修、キャリア研修、新任課長・支店長研修、

反社会的勢力対応に係る研修等）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。

「オリコード研修」
　過去に発生した違反事象の発生原因等を分析し、再発

防止等に必要となる日ごろからの取り組み姿勢等を共有

し、オリコード違反を起こさない「風通しの良い職場づく

り」に向けた職場内での「オリコード研修」を2017年11月

より開始し、今後も定期的に実施していきます。

「コンプライアンス・トップセミナー」
　相次ぐ企業の不祥事やリスク管理の最新動向などを踏

まえ、あらためてコンプライアンスの重要性の理解・浸透

を図ることを目的に、「時代の要請に応えるコンプライア

ンスと危機対応等」について、2018年2月、役員、本社・

営業店の管理職およびグループ会社役員166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。

「コンプライアンス・ガイドブック」
　コンプライアンスを実践するために必要となる「取り組

み姿勢・スタンス」や、全社員が知っておくべき「初動対

応」および「オリコグループで働

く私たちに必要なこと」を分かり

やすく明示し、社員が自主的に学

習できる研修ツールとして、「コ

ンプライアンス・ガイドブック」

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。

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：

2017年度のオリコ・ヘルプラインへの通報件数は47件、

相談件数は34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。

反社会的勢力との関係遮断

　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取引を含めた一切の関係

遮断に取り組んでいます。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。
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情報セキュリティ基本方針 
制定日：2013年 10月 1日 
改正日：2018年 4月 1日 

 
株式会社オリエントコーポレーション（以下「当社」という）は、情報セキュリティ（サイバーセキュ

リティを含む。以下同じ）の取組みを経営上の重要課題と位置づけ、当社が保有する情報資産（以下「情

報資産」という）の機密性、完全性、可用性を確保・維持するため、以下のとおり「情報セキュリティ

基本方針」を定めます。 
 

１．当社は、情報資産を取扱うにあたり、法令、ガイドライン等および契約上の要求事項

を遵守します。 
 

２．当社は、情報資産を定められた使用目的の範囲で適切に取扱うものとします。 
 
３．当社は、情報資産を様々な脅威から保護し安全性を強化するために、定期的に情報資

産に係るリスクを評価し、評価結果に基づく情報セキュリティ対策を講じます。	

 
４．当社は、情報資産の安全性を維持向上させるため、本方針に基づいて社内規程等およ

び必要な管理体制を整備するとともに、情報資産に係る物理的・技術的セキュリティ

対策を継続的、体系的に講じます。	

 
５．当社は、役職員をはじめ情報資産を取扱う者に対し、情報セキュリティにおける役割、

責任を明確にするとともに、その重要性を認識し、行動するように、教育および啓発

を行います。	

 
６．当社は、情報セキュリティの対応状況を確認するために、定期的または必要に応じて情

報セキュリティ監査および自己点検を行います。また、その結果に基づき情報セキュ

リティ対策の改善を図ります。	

 
７．当社は、情報セキュリティに関する緊急事態の発生に備え、体制や手順等を整備し、

状況に応じて迅速かつ適切に対応します。	

 
８．本方針は、情報資産を取り巻く環境の変化を考慮し、年１回定期的に見直しを行うほ

か、情報セキュリティ監査および自己点検の結果または法令および情報技術の変化等

により情報セキュリティに関して新たな対策が必要となった場合、適宜、見直しを行

います。	

	

株式会社オリエントコーポレーション 
代表取締役社長	 	 河野	 雅明 

お客さまとの信頼関係

情報セキュリティ
当社では、「情報セキュリティ基本方針」に基づき、社内規程類を整備し、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PCIDSS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、近年高度化・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に取り組んでいます。

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サイト閲覧を制限しています。また、システムへの

アクセスについては、利用者権限の制御とパスワードポリ

シーの遵守を徹底しています。

　外部からのサイバー攻撃に対しては、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な

どに対しては、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。

オリコCSIRT

　オリコCSIRTは、平時においては当社のサイバーセキュ

リティ対策のレベルを環境変化に対応した相応の水準を維

持し、有事においては自社の情報システムで発生した情報

セキュリティインシデントへ即時に対応するとともに、 

再発防止策の立案および実施、その他必要な事後対策を行

います。

研修および自主点検

　オリコでは個人情報保護規程、情報セキュリティ規程に

基づき、「個人情報」「情報セキュリティ」に関する全社一

斉e研修を全役職員に対し年１回実施しています。

　また、情報リスク管理チェックシートを活用した基本事

項の毎月の振り返りや個人情報の適切な取り扱いの徹底

と安全管理に関する自部室店での教育・研修を年間を通

して行っています。その結果も集約し、全社レベルでの課

題を抽出して教育研修テーマの見直しを随時実施してい

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。
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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

　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年度の実績より開始しました。

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。

エネルギー使用量の削減

　本社別館など自社ビルにおいては、LED照明や高効率空

調機器を積極的に導入しエネルギー使用量の削減に取り組

んでいます。また、社用車については燃費基準※を設け、

2018年3月末時点で1,034台のうち、約41％にあたる

428台を低燃費車に入れ替えています。

ペーパーレスの推進

　紙資料のデジタル化として、スキャン機能の導入やデータ

による情報共有のためのファイルサーバーを整備しました。

結果、コピー用紙の使用を必要最小限に抑えています。

　現在のペーパーレス化は、その先にあるデジタルデータ

活用による自動登録、RPA（ロボットを用いた業務の自動

化）での省力化をめざした取り組みとなります。

お客さまとの信頼関係／社会との信頼関係

※ 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）

社会との信頼関係

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、2012

年に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。2017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、九州北部豪雨災

害の復旧・復興への支援として義援金を寄付し、寄付の総

額は700万円（5団体）となりました。

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めざしています。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。

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。2017年度は238名、これまでに累計で

563名の社員・家族が参加しています。

事務用品の社内リユース

　再利用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」の取り組みを、現在本社ビルと本社別館で 

展開しています。各部署で保管している事務用品の有効活

用を促し、2017年度は、441件の利用があり、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。
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社会との信頼関係

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。「日本野鳥の会カード」をはじめ、現在

約60種類を発行しています。

被災地支援の取り組み

　東日本大震災や熊本地震など、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、2017年7月に発生した九州北部豪雨災害の一日も

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300万円を日本赤十字社へ寄付して

います。

地域とのつながりを深める活動

ラッピングバス・プロジェクト：
　2014年10月より創業60周年施策の一環として、地域

と交流する機会の創出を目的に「ラッピングバス」の運行

を開始しました。

　3回目となるラッピングバスの製作にあたり、ふじみ野

市社会福祉協議会さま後援のもと、2017年6月にNPO法

人CANVASさまと協働し“笑顔”をテーマにお絵かき

ワークショップをふじみ野市内の幼稚園で開催し、10月

には関係者を招いた見学会を実施しました。今回製作さ

れたラッピングバスの運行は2017年9月から2020年8月

までの3年間を予定しています。

主な社会貢献型カード一覧

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

取り組み内容
  カード会員さま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
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社会との信頼関係

開発途上国での社会貢献活動
　独立行政法人国際協力機構（JICA）の民間連携ボラン

ティア制度を活用し、青年海外協力隊に社員を派遣する社

会貢献活動を行っています。現在は、JICA施設での国内

訓練を経た2名が、マレーシアでの図書館利用促進活動、

カンボジアでのビーチリゾート観光振興活動を通じた開

発途上国の経済・社会の発展への支援を行っています。

知育パズル製作：
　NPO法人森のライフスタイル研究所さまを講師に招き、

2017年度新入社員195名を対象とした「間伐材を活用し

た木づかいプロジェクト」の研修を実施しました。研修を

通じて森林のさまざまな働きについて学びながら、子ど

もたちの学習能力等の向上につながる「知育パズル」を製

作しました。

　11月20日、ふじみ野市役所において贈呈式が行われ、完

成品は、ふじみ野市内の7カ所の福祉施設に寄贈しました。

帰宅困難者等受入協定締結

　本社所在地周辺の企業、団体等で構成される「四ツ谷駅

周辺地区帰宅困難者対策地域協力会」に2006年の設立当

初から参画、毎年実施される「千代田区帰宅困難者対応訓

練」に参加し、帰宅困難者対策の推進に協力しています。

2017年10月24日、千代田区と「大規模災害時の帰宅困難

者等受入に関する協定」を締結、災害発生時の一時滞在施

設として、72時間程度、帰宅困難者を受け入れ、食料や水、

ブランケット、トイレなどを提供します。

社会との信頼関係

障がい者就労支援につながる活動

　2017年4月28日と11月15日に本社ビルにおいて、障が

い者の就労支援活動を行っているかすたねっとさまと協働

で手づくり焼き菓子の社内販売会を実施しました。

　オリコグループ社員に対する販売に加えて、近隣住民の

方々などへの販売も行い、かすたねっとさまの認知向上に

努めるとともに、地域社会とのコミュニティ形成の促進を

図りました。

マレーシアに派遣された
石渡さん（右）

カンボジアに派遣された
大坂さん（左）

オリコ河野社長（左）　高畑ふじみ野市長（右）

石川千代田区長（左）　オリコ板垣常務（右）
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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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オリコの経営基盤

オリコの経営基盤

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。

オリコの経営基盤

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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オリコの経営基盤

オリコの経営基盤

コーポレートガバナンス
オリコは、基本理念等に基づき、めざすべき姿として「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に関する基本方針

１． 当社は株主の権利を尊重し株主が適切に権利の行使ができる環境の整備と株主の平等性を確保するための適切な対

応を行う

２．当社は社会的責任の重要性を認識し、株主以外のステークホルダーとの適切な協働に向けた取組を行う 

３． 当社は財務情報や非財務情報について法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも

主体的に取り組む 

４． 当社の取締役会は株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた

役割・責務を適切に果たす 

５． 当社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・

投資家等からの信頼と評価を得ることを目指す

経営上の意思決定、執行および監督に係る業務執行組織の概要は以下のとおりです。

内部統制

　内部統制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、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。

株主総会

社長

各グループ等

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

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

監査役室

ITシステム監査室

経営会議各種委員会

取締役会

※  当社は、取締役会の諮問機関として取締役、監査役および執行役員の指名並びに報酬等の決定に関する手続の客観性および透明性を高めることを目的とし、過半数が独立社外役員で
構成される任意の「指名・報酬委員会」を設置しています。
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オリコの経営基盤

株主・投資家さまとのかかわり
オリコは、経営戦略および財務・業績状況など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めざします。また、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・投資家さま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（半期ごと）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、Webサイトに掲載しており、

2016年3月期第2四半期決算より、決算説明会の動画も掲

載しています。

株主・投資家さまとの対話

　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

ングやスモールミーティング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。

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「総合リスク管理委員会」を設置しています。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っています。

総合リスク管理委員会

　総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

を総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、および各種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従業員意識の醸成

　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。なお、総合訓練は

大規模地震発生を想定した訓練シナリオに基づき安否確認、

建物被災状況確認およびシステム稼動状況確認等を2017

年９月に実施しました。

リスク管理の高度化に向けた取り組み

　内外の経営環境の大きな変化に伴いリスクが複雑化・ 

多様化している中、新たな課題にも適切に対応できる態勢

を整備していく必要があります。当社では、各種リスクに

対するモニタリングを強化するとともに、リスク管理の 

重要性を組織内に周知することで、リスク管理を重視する

企業風土の醸成に取り組んでいます。
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オリコの経営基盤／企業情報

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
／決済・保証事業

資 本 金 1,500億円（2018年3月31日現在）

従業員数 3,634人（2018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

拠点の状況

総拠点数 113拠点

支店 70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・サービスセンター 15拠点
上記以外※ 8拠点

中部地区 14拠点
支店 11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・サービスセンター 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・サービスセンター 1拠点
上記以外 1拠点

中国・四国地区 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・サービスセンター 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・サービスセンター 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・サービスセンター 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・サービスセンター 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・サービスセンター 5拠点
上記以外 3拠点

首都圏地区 16拠点
支店 7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・サービスセンター 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、西日本CSセンター、 
オリコカードセンター、西日本カード発券センター、カードオペレーションセンター、東京業務センター

株式の状況 株式の所有者別分布状況（普通株式／2018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（2018年3月31日現在）

1,788,346,703株 うち、 普通株式 1,718,346,703株
第一回Ⅰ種優先株式 70,000,000株

株主数（2018年3月31日現在）

32,504名 うち、 普通株式 32,503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

金融機関
62.3% （38名）

その他の
国内法人
21.4% （418名）

個人
13.3%
（31,781名）

外国法人等
1.9% （210名）

証券会社
1.1% （56名）

株主数
32,503名
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