
法人金融サービス
事業部門

メンテナンスリース
事業部門

従 業 員 数 　 2,321名 従 業 員 数 　 2,821名

事 業 概 要
融資、リース、金融商品販売などの手数料ビジネス

事 業 概 要
自動車リース、レンタカー、カーシェアリング、測定機器･
情報関連機器などのレンタルおよびリース

2013年3月期 業績のポイント 2013年3月期 業績のポイント
●新規実行高が増加、一方回収も増加し資産は横ばい
●�貸倒引当金繰入が減少
●太陽光発電システム販売益が好調、ROAが上昇

●新規実行高が好調、資産は増加
●�高いROAを安定的に維持　

セグメント一覧　セグメント別のグループ会社一覧はp.75～76をご覧ください。

＊ {セグメント利益×（1－標準税率）}�／セグメント資産の平均残高

■セグメント利益（億円） ■セグメント利益（億円）■セグメント資産（億円）
●セグメント資産ROA＊（%）

■セグメント資産（億円）
●セグメント資産ROA＊（%）
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セグメント利益（2013年3月期）

セグメント利益合計 1,973億円

セグメント資産（2013年3月期）

セグメント資産合計 62,027億円

不動産

3%

メンテナンス
リース

18%
10%

法人金融
サービス

12%

法人金融
サービス

14%海外
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22%

リテール

32%事業投資

18%
事業
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メンテナンス
リース
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リテール 事業部門

不動産 事業部門

海外 事業部門

事業投資 事業部門

従 業 員 数 　 1,612名

従 業 員 数 　 4,099名

従 業 員 数 　 4,743名

従 業 員 数 　 2,174名

事 業 概 要

事 業 概 要

生命保険、銀行、カードローン

不動産開発・賃貸・ファイナンス、施設運営、不動産投資法人
（REIT） の資産運用･管理、不動産投資顧問

事 業 概 要

事 業 概 要

リース、融資、債券投資、投資銀行、船舶･航空機関連

環境エネルギー関連、サービサー（債権回収）、プリンシパ
ル・インベストメント

2013年3月期 業績のポイント

2013年3月期 業績のポイント

2013年3月期 業績のポイント

2013年3月期 業績のポイント

●生命保険事業が契約拡大により伸長
●連結子会社化したオリックス・クレジットが利益貢献
●銀行の貸付残高が増加

●水族館など運営事業の収益が拡大
●�不動産市況の好転を受け、積極的に資産圧縮を推進

●米国の手数料ビジネスが好調
●航空機関連、アジアのリース事業が好調
●資産は円安の影響を除いても増加

●サービサーの大口回収益、あおぞら銀行の株式売却益を計上
●複数の新規プライベートエクイティ投資を実行
●太陽光発電事業の積極展開、太陽光発電システム販売が好調

■セグメント利益（億円）

■セグメント利益（億円）

■セグメント利益（億円）

■セグメント利益（億円）

■セグメント資産（億円）
●セグメント資産ROA＊（%）

■セグメント資産（億円）
●セグメント資産ROA＊（%）

■セグメント資産（億円）
●セグメント資産ROA＊（%）

■セグメント資産（億円）
●セグメント資産ROA＊（%）
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法人金融サービス事業部門

統合北海道ブロックを皮切りに全国で当事業部門の営業担当とメ
ンテナンスリース事業部門（オリックス自動車）の営業担当の統合
をエリア毎に進め、よりグループ力を発揮出来るように取り組ん
でいます。一人の営業担当者がワンストップでオリックスグルー
プの全ての商材をクロージングまで完結することで、お客様の満
足度と生産性の向上を目指しています。お客様の経営課題を掘り
起こし、課題解決のためのサービスや機能を提案することで、お
客様との信頼関係を高め、相談パートナーとしてのオリックスグ
ループのプレゼンスをさらに引き上げていきます。

2011/3 2012/3 2013/3
セグメント収益 793 724 725
セグメント利益 100 215 248
セグメント資産 9,683 8,988 8,927
セグメント資産ROA（％） 0.6 1.4 1.7

セグメント業績の推移（億円）

事業概要
当事業部門は、1964年の会社設立時から展開してきたリース業にその原点があり、今日においてもなおグルー
プ営業の中核的なプラットフォームとなっています。
全国の営業ネットワークを通じて、主要なお客様である国内の中堅・中小企業向けにリースや融資を行っていま
す。また、グループの顧客情報や商品･サービス情報を集約し、お客様に対するグループの相談窓口として、事
業承継や海外進出などお客様のあらゆる
ニーズに対応しています｡
当事業部門では、国内外の事業部門・グ
ループ会社と目標を共有し、一体的な営業
を推進しています。このようにしてグルー
プのお客様を横断的につなぎ、専門性に裏
付けされたさまざまなサービスを迅速に提
供しています。

国内外の中堅・
中小企業から、

大企業までの幅広い
顧客基盤

ニーズ

ソリューション
提案

「ほかにはないアンサー」
を提供

リテール 事業投資

海外

メンテナンス
リース

不動産法人金融
サービス

主なリリース

2012年

8月 日成ビルド工業（株）と全国のマンション管理組合
に向けた機械式駐車場装置の販売について協業

2013年

2月 （株）キューコーリースと（株）九電工、九州全域
で太陽光発電施設に特化した共同事業を開始

5月 国内初の医療機器車載レンタル会社である（株）フ
リールをグループ化

6月 （株）キューコーリース、（株）九電工、JFEエンジ
ニアリング（株）が再生可能エネルギーによる発
電事業で業務提携

「より深く、より広く」
グループ商材をお客様へご提案
統合北海道ブロック
上谷内 祐二  中園 貴士  平田 桃子

（写真中央） （写真左） （写真右）

セグメント別の概況
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国内の営業部門では、営業担当者が自動車リース
やレンタル機器、保険などグループの主要商品を
ワンストップで提案できる“マトリクス営業”を推進
しています。マトリクス図の縦にグループ各社の商
材、横にお客様をおき、網羅的に営業取引を進め
る取組です。従来からオリックスの営業担当者は
グループ各社のパンフレットが一杯詰まった営業
かばんを持ってお客様への営業を行ってきました。
現在では、各事業の商品やサービスをより深く理
解し、お客様へベストソリューションを提案できる
ように、さらにその質の向上を追求しています。そ
のために週1回程度、グループ会社の商品やサービ

スを学ぶ勉強会を開く部署もあります。
最近では、太陽光発電システム販売によって、こ
れまでに取引の無かったお客様との関係構築を実
現しました。販売成約したお客様だけでなく、導入
提案したお客様に対しても経営課題解決の提案を
継続し、グループの商材やサービスの提供に結び
付けるなど、取引を拡大しています。太陽光発電
システム販売のような新たな商材を提案しながら
グループ顧客基盤の拡大につなげる動きを加速し、
今後も新たなビジネスやサービスを創出していき
ます。そして、安定した収益基盤の構築を進める
とともに手数料ビジネスの拡大へと努めていきます。

新商材を切り口に
新たな顧客基盤を確立

門脇 克俊
取締役 兼 専務執行役
● 国内営業統括本部長 兼 東京営業担当
● オリックス・レンテック（株）  執行役員会長
● オリックス自動車（株）  執行役員会長
● エヌエスリース（株）  取締役社長

事業環境
日本経済は、2012年末に発足した新政権への期待
感や日銀新体制による大胆な金融緩和策発表によ
り、円安･株高が進行し、不動産価格にも回復の兆
しが見られます。また、東日本大震災後の防災ニー
ズへの対応や老朽化したインフラの維持･更新など
新政権による公共投資拡大が期待されています。ま
た、政府による今後の経済成長戦略の具体化に注目
が集まっています。
2013年度の企業の倒産件数は、中小企業金融円滑
化法をはじめとする各種施策の効果と復興需要によ
る建設業の倒産件数減少などにより4年連続で前年
度比減少、足元も減少傾向が継続していますが、同
法および同施策終了後の反動による増加が懸念さ
れています。

事業戦略の要約

当事業部門の営業担当者は、各種の取引を通じてお
客様に対する理解を深め、具体的なニーズや経営課
題を引き出しています。グループ各事業の高い専門
性を活用し、お客様にとって最適なソリューション
を開発･提供することで、グループのビジネス機会
を拡大しています。さらに、お客様のニーズに対応
した商品･サービスの提供による手数料収入の拡大
を図り、「金融＋サービス」を加速していきます。

部門長が語る事業戦略

グループ各社との連携強化による
顧客基盤の拡充
小口優良資産の積み上げ
環境エネルギー関連ニーズの取り込み
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メンテナンスリース事業部門

2011/3 2012/3 2013/3
セグメント収益 2,258 2,320 2,383
セグメント利益 262 347 361
セグメント資産 5,027 5,378 5,991
セグメント資産ROA（％） 3.0 3.9 3.9

事業概要
当事業部門は、自動車事業とレンタル事業から構
成され、高い専門性を有しています。
自動車事業は、自動車リース事業、レンタカー事業、
カーシェアリング事業を行っています。自動車リース
事業は、法人向けのメンテナンス付きリースからス
タートし、現在ではコンプライアンス、環境対応、安
全管理のニーズに対するソリューション、さらには高
い専門性を要する車両管理全般のアウトソーシング
サービスを提供しています。また、法人・個人を問
わず、お客様の利用目的に合わせた多彩なサービス
メニューを取り揃えています。
レンタル事業では、法人向け測定機器のレンタル
から、現在では情報関連機器、医療機器、環境分
析機器、タブレット端末へとレンタル商品を拡大し
ながら、技術サポート、ソフトウェアパッケージの
販売、校正受託サービスや資産管理サービスなど、
幅広いサービスも提供しています。

オリックス自動車の事業概要
国内車両管理台数  1,015,000台

法人のタブレット端末活用ニーズが高まる中、2012年６月
にタブレット端末導入から運用までをトータルで支援する

「TabRen」を、さらに同年12月にはクラウド型のサービス＊を
開始しました。これは、タブレット端末を活用して電話会議、
ビデオ会議、資料共有など複数の機能が利用できるサービスで
す。タブレット端末の各種機能を自由にカスタマイズできる点
を生かし、お客様に合った仕様・使い方を提案することで、タ
ブレットの導入だけでなく、導入後の活用も支援しています。

PCレンタルのノウハウを
「タブレット端末＋アプリ
ケーションサービス」へ活用

メンテナンス
自動車関連

事業

カー
シェアリング

事業

中古車売却・
売却サポート

事業

●業界のパイオニア
●東京・名古屋・大阪に
　集中展開

●メンテナンス
　サービス
●給油カード
●自動車保険
●ETCカード
●テレマティクス ●入札会

●クルマ買取り
●中古車小売

自動車リース
事業

レンタカー
事業

●法人向けリース
●トラックリース
●マイカーリース
●中古車リース

●トラックレンタル
●幅広い車種構成

（2013年3月末現在）

オリックス・レンテック（株） 
キャリア事業部

＊ 米アバイア・インクが開発したコラボレーション・ソリューション「Avaya Flare® 
Experience」をクラウド形式でご提供する「Avaya Flare® Experience Cloud Service」

セグメント業績の推移（億円）

主なリリース

2012年

8月 中古機器取扱専門店 「スマートリファービッシュ」
を開設

8月 山梨信用金庫と商用車の「動産担保融資」で提携、
10月には（株）第三銀行とも提携

10月 良質な厳選中古車をお得な「ワンプライス中古車 
リース」にて提供する新たな取組を開始

12月 「Avaya Flare® Experience Cloud Service」を
提供開始

セグメント別の概況
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事業環境
2012年末に発足した新政権の景気刺激策による
国内の設備投資の増加や政府の掲げる大規模な公
共投資により、自動車リース需要や、トラックレ
ンタル需要の増加が見込まれます。また、円安の
進行で国内旅行回帰の傾向が見られ、レンタカー
需要が増加しています。
国内の測定機器のレンタル市場は、企業の海外進
出加速などにより大幅な拡大は見込めないもの
の、先行投資が高額なことや専門的な知識を持つ
人材の確保が困難なことから、参入障壁が高く競
合環境は比較的安定しています。
中期的にはPC市場は横ばいですが、タブレット
端末市場は大きな成長が見込まれます。

事業戦略の要約

自動車事業では、大口法人の顧客基盤の強化と小口法
人および個人の顧客基盤の拡大に注力し、優良資産
の積み上げを目指します。また、幅広い車両管理サー
ビスメニューからお客様に最適のサービスを提案し、
安定した手数料収益を獲得します。レンタル事業では、
高いマーケットシェアを維持しながら、成長分野におけ
る新規顧客の開拓や、高収益商品のレンタル強化、新
商材の投入を行い、収益基盤の強化･拡大を進めます。

部門長が語る事業戦略

小口法人・個人市場の開拓により、
さらなる飛躍を目指す
日本では大口法人のリース利用率は比較的高いものの、車両台
数30台未満の小口法人および個人のリース利用率は非常に低
いという現状があります。一方、国内車両保有台数で見ると小
口法人および個人の占める割合は非常に大きく、これらのマー
ケットへの参入余地は大きいと考えています。オリックスの有
する専門性が生かせる中古車リースを活用し、小口法人および
個人市場の攻略を進めます。当社の豊富なサービスメニューを
組み合わせることで、自動車事業はまだまだ可能性がある分野
だと考えています。

レンタル商品の進化と
ソリューション提供力の強化
レンテックが取り扱うレンタル商品は時代とともに進化し、現
在は環境エネルギー、環境分析、インフラ老朽化検査、医療機
器等、さまざまな分野に広がっています。また、お客様には余
剰資産の買取りやレンタルバック等資産のオフバランス化の提
案、ビジネスパートナーには販売促進ツールとしてレンタルと
サービスを組み合わせた提案を行っています。
いずれも高い技術力、資産管理ノウハウ、モノに対する目利き、
購入から売却・処分までのネットワーク、およびオリックスグ
ループの営業力があるからこそ可能な提案です。
今後もこれらの強みを生かし、新たな商材の拡充とともにさま
ざまなソリューションを提供していきます。

岡本 雅之
● オリックス・レンテック（株）  取締役社長

亀井 克信
グループ常務執行役員
● オリックス自動車（株）  取締役社長

自動車事業：新規実行高の増加と
　　　　　  高付加価値サービスの拡大
レンタル事業：成長分野での需要取り込み
業務改革と原価管理の継続的な強化
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不動産事業部門

2011/3 2012/3 2013/3
セグメント収益 2,176 2,226 2,152
セグメント利益 1 13 56
セグメント資産 15,398 13,692 11,118
セグメント資産ROA（％） 0.0 0.1 0.3

セグメント業績の推移（億円）

事業概要
当事業部門は、不動産開発･賃貸事業および施設
運営事業を中心に展開しています。
不動産開発･賃貸事業は、オフィスビル・商業
施設・物流施設･分譲マンションなどの開発・
賃貸、さらにアセットマネジメント、ファイナ
ンスなど、不動産ビジネスにおけるバリュー
チェーン機能を揃えており、それぞれの分野に
おいて高い専門性を有しています。
施設運営事業は、ホテル・旅館、水族館、ゴル
フ場、研修所、有料老人ホーム、多目的ドーム、
劇場などの開発・運営を手がけています。

2013年4月26日にうめきた・グランフロント大阪の中核施設で
ある「ナレッジキャピタル」が開業しました。ナレッジキャピタル
は場「施設」と機能「人的支援」を提供し、新たな製品やサービスを
生み出す産業創出、文化発信、国際交流、人材育成の実現を目
指しています。異業種や一般生活者との交流から、今までにない
商品、サービスや人材など「新たな価値」を創出する複合施設です。
このナレッジキャピタルを核に「うめきた」開発の成功と、将来的
には関西経済の活性化に寄与していきたいと考えています。

ナレッジキャピタル
知の交流から
新たな価値を生み出す

“知的創造拠点”

主なリリース

2012年

9月 三井物産グループ他と物流施設ファンド第二弾を
組成、対象は「横浜町田 IC ロジスティクスセンター」

11月 沖縄県北谷町ホテル開発事業「ヒルトン沖縄北
谷」の新築工事を着工

2013年

2月 築港地区活性化事業施設（旧サントリーミュージ
アム[天保山]）を「大阪文化館・天保山」として、
2013年4月1日に運営開始

2月 「ハイアット リージェンシー 京都」 を取得

3月 うめきた・グランフロント大阪 中核施設「ナレッ
ジキャピタル」が2013年4月26日に開業

ゴルフ場

研修所

有料老人ホーム

ホテル

水族館

旅館

多目的ドーム・劇場

19901987 1995 2000 2005 2010 2013

運営事業の拡大

2001年
施設数
10

2007年
施設数
56

2013年
施設数
98

（事業年度）
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1986年にゴルフ場の運営を開始して以来、お客
様の多様な価値観とライフスタイルに対応し、ホ
テル・旅館、水族館、研修所、劇場などの施設運
営を展開してきました。
オリックスでは2012年に京都水族館とすみだ水
族館の２つの水族館の運営を開始しました。そ
のきっかけは2004年に神奈川県とのPFI事業で
新江ノ島水族館の運営に携わり、水族館運営に不
可欠な飼育業務などのノウハウを蓄積したことに
あります。水族館事業において大切に考えている
ことは、まず地域に受け入れられる施設であるこ
と、そして訪れるたびに新しい発見や学びがあ

り、お客様からまた来たいと思われる施設である
ことです。水族館は地域の核になることができる
と考えています。地域の生態系の展示や購入しや
すい価格での年間パスポートの発行など、地域に
根ざした運営を行っています。
オリックスの施設運営事業では、お客様の期待に
添うために施設で働く従業員が常に努力していま
す。オリックスの施設でしか体験できない新しい
価値を創造し、提供するために、引き続き専門性
を持った人材の育成とサービスの向上を追求し、
お客様に繰り返し足を運んでいただける施設運営
事業を目指します。

事業環境
日銀の金融緩和策により、投資家の不動産マー
ケットへの回帰と、不動産価格の回復の兆しが見
られます。また金融緩和が実体経済に波及した場
合、消費拡大によるレジャーや観光の需要増が期
待されます。
オフィスビル市場は、空室率が低下傾向にあり、
賃料は底打ちの兆しを見せています。J-REITや海
外投資家の新規の不動産取得は増加しています。
マンション市場は、首都圏、近畿圏ともに契約率
が70％を上回る傾向が続き、販売面において堅
調さが見られます。消費税増税前の駆け込み需要
を見越して今後は供給が増加する見込みです。
施設運営事業は、国内では集客ルートの多様化で
価格競争の激化が予想されます。円安の影響で、
日本を訪れる外国人観光客が急回復しています。

事業戦略の要約

不動産開発･賃貸事業では、資産売却を推進し、
同時に手数料ビジネスへの転換を進めて、不動産
マーケットの動向に左右されない収益構造を確立
します。当事業部門の強みであるリーシング、ア
セットマネジメント、ファイナンスなどの不動産
バリューチェーンとグループの顧客基盤を手数料
ビジネス拡大に活用します。
施設運営事業では、新たな運営事業を発掘しなが
ら、ポートフォリオの入れ替えを行い、収益性の
向上を図ります。

山谷 佳之
取締役 兼 専務執行役
● 不動産事業本部長
● オリックス不動産（株）  代表取締役社長
● オリックス・ゴルフ・マネジメント（同）  執行役員会長

オリックスの施設でしか
体験できない価値を提供する
運営事業

部門長が語る事業戦略

不動産のバリューチェーンと専門性を
生かした手数料ビジネスの拡大
賃貸事業の収益性向上、運営事業の
推進による安定収益基盤の強化
新規投資は共同投資型を指向しながら推進
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事業投資事業部門

2011/3 2012/3 2013/3
セグメント収益 896 733 1,219
セグメント利益 132 160 349
セグメント資産 5,060 4,711 4,166
セグメント資産ROA（％） 1.5 1.9 4.9

セグメント業績の推移（億円）

事業概要
当事業部門は、3つの事業で構成されています。
環境エネルギー関連事業は、廃棄物処理・リサイクル、
省エネルギー対策などのサービス提供や大規模太陽
光発電（メガソーラー）事業、屋根設置型太陽光発電事
業など再生可能エネルギー事業を行っています。
サービサー事業では、不良債権への投資や商業用
不動産ローン担保証券（CMBS）の管理・回収、金
融機関との資本提携による事業再生支援会社の共
同運営などを行っています。
プリンシパル・インベストメント事業では、国内外の
プライベートエクイティ投資を行い、グループの専門
性を活用して投資先の企業価値向上を図っています。

2012年2月の（株）河内屋への投資以降、5件
のプライベートエクイティ投資（PE投資）を実
行しました。オリックスのPE投資は、自己資金
で投資するため、期間や増資に柔軟に対応で
きる点やグループネットワークを活用し、投資
先のバリューアップができる点に特長がありま
す。国内では、食品、ITサービス、ヘルスケア
関連の投資に力を入れつつも、オポチュニス
ティックに投資機会を追求します。海外では、
アジア･中東地域を中心に、業種としては金融
サービス事業をターゲットにしています。

国内外で幅広い事業投資先を発掘
入江 修二  執行役 事業投資本部副本部長

ニッチトップクラス企業

カーブアウト・
子会社売却 ヘルスケア

MBO
（非公開化）

IT・情報
サービス

事業承継 食品

投資
アプローチ

業種

河内屋
❶2012年2月
❷業務用酒類販売
●事業承継
●業界再編

ネット
プロテクションズ
❶2012年12月
❷電子商取引の
　後払い決済サービス
●IT・情報サービス
●カーブアウト・
　子会社売却

1st
ホールディングス
❶2013年5月
❷ソフトウェア、
　セキュリティサービス、
　保守
●IT・情報サービス
●MBO（非公開化）

旭ファイバー
グラス
❶2013年3月
❷グラスウール製断熱
　吸音材製造・販売
●省エネルギー

キンレイ
❶2012年4月
❷ 外食、冷凍食品製造・

販売
●食品

  ❶投資の時期
  ❷事業内容

プリンシパル・インベストメント事業の投資戦略と投資実績

主なリリース

2012年

10月 屋根設置型太陽光発電の第1号物件に着手
11月 全国初、空港跡地にメガソーラー発電所を設置
12月 電子商取引の「後払い」決済サービスを提供する

（株）ネットプロテクションズに資本参加
2013年

2月 （株）佐賀銀行と企業再生を目的とした広域事業
再生ファンドを設立

3月 ガラス繊維製造大手の旭ファイバーグラス（株）
へ資本参加

4月 国内初、蓄電池レンタルによる家庭向けエネル
ギーサービスを6月より開始

6月 フィリピンの有力発電事業会社 Global Business 
Power Corporationへ資本参加

セグメント別の概況
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国内では、原発停止による電力不足や2012年の
再生可能エネルギーの固定価格買取制度導入によ
り、環境エネルギー事業分野への関心が高まって
います。
オリックスでは、2012年に太陽光発電事業に本格
参入しました。全国にある営業拠点の担当者と当
事業部門が一体で行う太陽光発電システム販売事
業、企業や自治体が保有する土地を賃借して行うメ
ガソーラー事業、そしてお客様からお借りした工場
や倉庫などの屋根や、オリックスが保有する施設や
倉庫の屋根に太陽光発電システムを設置する屋根
設置型太陽光発電事業という3つの事業を展開して

います。太陽光発電事業以外にも、風力、バイオマ
ス、地熱などの再生可能エネルギー事業分野や、蓄
電池レンタルによる家庭向けエネルギーサービス事
業を着実に伸ばし、強固な電力事業のポートフォリ
オを確立していきます。また、土地賃借型メガソー
ラー事業では、商業運転開始後にファンドを組成し、
他の投資家から出資を募ることも計画しています。
海外では、アジアを中心に発電事業とエネルギー
サービス事業の両面で事業展開を図り、独立系の
エネルギーサービスプロバイダーを目指します。
当面は、すでに同事業を行っている先への投資を
行うことで事業参入を狙っていきます。

事業環境
環境エネルギー関連ビジネスにおいて、日本で
は、原発停止による電力不足や電力料金値上げに 
よる節電および自家発電導入需要の高まり、固定
価格買取制度導入による再生可能エネルギーの普
及の動きが見られます。海外、特にアジアでは、
経済成長に伴いエネルギー需要が急増しています。
不良債権投資市場においては、中小企業金融円滑
化法終了後の金融機関の不良債権整理や外資系企
業の撤退、過去に組成されたファンドの処分など
による投資機会が期待できます。
M&A市場については、日本企業のクロスボー
ダー案件の復調や上場企業における事業再編、子
会社の戦略的な非公開化などの動きが見られ、投
資、ファイナンス、アドバイザリーなどのニーズ
の増加が見込まれます。

事業戦略の要約

環境エネルギー事業は、国内で再生可能エネルギー
分野への投資を、海外では、アジアを中心に発電事
業とエネルギーサービス事業を展開していきます。
サービサー事業では、サービシングや不良債権投資
に加えて、サービサーの専門性を生かした収益機会
の追求を引き続き行います。
プリンシパル･インベストメント事業では、国内外で
積極的に投資を実行し、実行後はハンズオンによる
支援により、投資先の企業価値向上を図ります。

小島  一雄
取締役 兼 専務執行役
● 事業投資本部管掌

太陽光発電事業を核に
電力事業ポートフォリオを
確立

部門長が語る事業戦略

環境エネルギー事業の投資促進と事業運営の推進
サービサー事業の専門性を生かした
収益機会の追求と再生事業の強化
国内外における事業投資の拡大
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リテール事業部門

2011/3 2012/3 2013/3
セグメント収益 1,488 1,601 1,887
セグメント利益 218 194 432
セグメント資産 16,537 17,385 19,710
セグメント資産ROA（％） 0.8 0.7 1.4

セグメント業績の推移（億円）

1992 1995 2000 2005 2010 2013
（事業年度）

0
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200

2006年3月
41万件突破

2010年9月
100万件突破

2012年4月
150万件突破事業概要

当事業部門は、生命保険事業、銀行事業、カー
ドローン事業により構成されています。
生命保険事業は、オリックス生命保険が代理店
販売と通信販売を中心に展開しています。
銀行事業については、オリックスで取り扱いを開
始した住宅ローン事業をオリックス銀行が引き
継ぎ、その後法人融資事業なども手がけ、2012
年3月からカードローン事業を始めました。
1979年に設立されたオリックス・クレジットは
カードローン事業を行っています。
オリックス銀行とオリックス･クレジットは一体
運営を通じてカードローン事業拡大に取り組ん
でいます。

保険契約件数の推移（万件）

オリックス銀行は、無店舗型の銀行の特長を生かし、インター
ネットに特化した「eダイレクト金銭信託」を初めて販売しました。
インターネット取引によりコストを抑えることで、お客様に少し
でも配当率で還元できるように商品開発を行っています。発売
第一号商品は、低金利下、多少のリスクを取ってでも高めの
利回りを確保したいという個人のニーズに応え、募集初日に
100億円を完売しました。今後も個人のお客様の運用ニーズを
捉え、新たな商品開発に注力していきます。

主なリリース

2012年

7月 オリックス・クレジットの「オリックスVIPロー
ンカード」が発売25周年

10月 保険のコンサルティング販売会社「オリックス保
険コンサルティング（株）」を設立

2013年

3月 「無解約払戻金型がん治療保険Force〔フォース〕」
を発売

5月 インターネットに特化＊した貸付金運用型金銭信
託「ｅダイレクト金銭信託」の取り扱いを開始
＊法人のお客様は、別途オリックス銀行 法人金銭信託 

デスクにお問い合わせください。

「eダイレクト金銭信託」の取り扱いを開始

3.貸付金返済4.元本・収益金

2.貸付金1.信託金

お客様 運用先
オリックス銀行

● eダイレクト金銭信託の仕組み

セグメント別の概況
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事業環境
国内の生命保険市場では、個人保険の小口化が進
み、保有契約件数の増加、保有契約高の減少とい
う傾向が続いています。医療保険など第三分野保
険の競合は激化しています。
銀行業界では、安全志向の個人マネーの投資への
シフトが進まず、預金の増加が続いています。一
方、法人の設備投資需要は一部回復の兆しがある
ものの、資金需要は横ばいで推移しています。投
資用賃貸マンションに対する個人投資家の資金需
要は堅調に推移しています。
カードローン市場は、出資法上限金利の引き下げ
や総量規制の導入による貸付残高の減少に底打ち
傾向が見られ、また、銀行による個人向け無担保
融資が拡大しつつあります。

事業戦略の要約

オリックス生命保険では、顧客ニーズに合わせた保険
商品を開発し、商品ラインナップの充実を図ります。
オリックス銀行は、住宅ローン事業を安定的に伸ば
すとともに、グループ力を生かしたコンサルティン
グ機能の発揮により中堅・中小企業との取引拡大を
進め、バランスのとれた収益力の高いポートフォリ
オを構築していきます。
カードローン事業は、オリックス銀行とオリックス・
クレジットそれぞれの強みを生かした一体運営で事
業拡大を目指します。

剱持 正敏
グループ常務執行役員
● オリックス・クレジット（株） 
   代表取締役社長

潮 明夫
● オリックス銀行（株）
　  代表取締役社長

販売チャネルと商品分野の拡大を目指す

カードローン拡大に向けたスリーウェイ戦略の推進

保険商品の販売チャネルは、銀行窓販、インターネット販売、来
店型店舗など多様化が進んでいます。オリックス生命保険では、
代理店網の拡大やインターネット販売の活用に加え、コンサル
ティングセールスにより対面販売チャネルを強化していきます。
また、医療保険、がん保険といった第三分野商品に加えて、死亡
保険など第一分野商品の販売にも注力し、2つの柱となるこれらの
商品分野において、保険契約件数の増加を目指し、規模の拡大を
推進します。

カードローン事業では、大きく縮小したマーケットの潜在需要を取
り込むためにスリーウェイで拡大を図ります。１つ目は、オリックス・
クレジットの「オリックスVIPローンカード」のブランドでの拡大、2つ目
はオリックス・クレジットのノウハウおよび人材を活かし銀行ブランド
を好むお客様をターゲットとしたオリックス銀行での拡大、そして最
後にオリックス・クレジットの審査ノウハウを生かした他金融機関へ
のカードローン保証の拡大です。オリックス銀行とオリックス・クレ
ジットの一体運営により、人的交流やノウハウを共有しながらお互い
の強みを生かすことで、カードローン残高の積み上げを図ります。

水盛 五実
● オリックス生命保険（株）  代表取締役会長 兼 社長

部門長が語る事業戦略

生命保険事業： 第三分野に加え第一分野商品の
 販売拡充と販売チャネル強化に
 よる規模の拡大
銀行事業： バランスのとれた収益力の高い
 ポートフォリオの構築
カードローン事業： オリックス銀行とオリックス・
 クレジットの一体運営に
 よる残高の増加
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海外事業部門

2011/3 2012/3 2013/3
セグメント収益 1,769 1,872 2,025
セグメント利益 456 498 528
セグメント資産 9,722 9,868 12,115
セグメント資産ROA（％） 2.9 3.0 3.0

セグメント業績の推移（億円）

事業概要
当事業部門は、米州地域では、法人向けファイナ
ンス、有価証券投資、M&Aアドバイザリー、ロー
ン組成およびサービシング、ならびにファンド運
営など、いずれの分野でも高い専門性を有してお
り、「金融＋サービス」を拡大しています。
アジアでは、1971年の香港進出以降、2013年3
月末現在では27カ国・地域に343拠点に広がる
海外ネットワークを持ち、リース、自動車リース、
法人向けファイナンスをベースに各国の状況に合
わせ、不動産関連事業、プリンシパル・インベス
トメント事業、不良債権投資なども行っています。
また、船舶・航空機のリース・資産管理・自己
勘定投資・仲介・売買などを行っています。

2013年2月にモンゴル初の投資ファンドへの出資を行い、モン 
ゴルへの第一号投資を実行しました。その後、5月にモンゴルの
大手金融グループTenGer Financial Groupへの資本参加を発表
し、モンゴルにおける金融サービス事業参入への足固めをしまし
た。モンゴルは、鉱工業、農牧業の発展が著しく、世界でも最大
級の経済成長率が予想されるなど成長ポテンシャルの高い国で
す。今後もアジアの新興国、中東、アフリカなど世界を駆け巡り、
新たな投資機会を模索していきます。

モンゴルで
金融サービス事業に初参入
松岡 芳晃
事業投資本部
海外事業投資グループ

主なリリース

2012年

9月 南米での事業拡大に向け、ブラジルに現地法人
ORIX Brazilを設立

12月 韓国の有力エネルギー事業会社STX Energy 
Co., Ltd.へ資本参加

2013年

2月 モンゴル初の投資ファンドへ出資

5月 モンゴルの大手金融グループTenGer Financial 
Groupへ資本参加

6月 中東地域最大級の保険会社MEDGULFへ資本
参加

米州
3,820億円
32％中華圏

1,804億円
15％

中東・欧州
159億円
1％

その他
1,492億円
12％

アジア・豪州
4,840億円
40％

海外セグメント資産 地域別内訳（2013年3月31日現在）

セグメント別の概況
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事業環境
米国経済は雇用者数の増加や賃金の上昇による個
人消費持ち直しの動き、住宅価格や株価の上昇な
ど、緩やかな回復が継続しています。
アジア地域は、欧州債務問題や中国の成長鈍化によ
る世界経済減速の懸念はあるものの、ASEAN地域
を中心に内需に支えられ比較的安定した成長を維持
しています。　
航空業界では、世界経済の不透明感に関わらず、旅
客マーケットは拡大傾向が続いています。エアライ
ンの業績は欧州では横ばい、米国、アジアでは回復
傾向にあります。また航空機リース市場への資金流
入が続いています。船舶業界は、未だマーケット回
復の兆しは見えておらず、需給のアンバランスが続
いています。

事業戦略の要約

米州では、M&Aアドバイザリー、ローン組成・サー
ビシング、ならびにファンド運営といった高い専門性
を生かしたフィービジネスの強化を推進します。
アジア・豪州をはじめとする現地法人では、地域に根
ざしたリースや融資による安定した収益を確保しなが
ら、周辺分野への事業多角化を図ります。
航空機事業については、新規投資の推進と機体管
理受託などによる手数料獲得を進めます。

各国の内需を取り込む案件の獲得を推進

アジア、大洋州、中東、欧州地域においては、既存の現地法人
の安定した成長に加え、ミャンマーなど未開拓地域における新
規投資を推進し、アジア新興国の成長を取り込む事業の多角化
を進めていきます。具体的には、マレーシアで太陽光発電シス
テムの融資、バスやフォークリフトなどのオペレーティング・
リース、タイでは自動車以外のオペレーティング・リースの拡
大、フィリピンではホテル・コンドミニアム・オフィスの複合
不動産開発事業、インドネシアでは好調な経済成長を幅広く取
り込むための顧客層の拡大に取り組みます。

西谷 秀人
執行役
● ORIX USA Corporation 会長

大嶋 祐紀
専務執行役
● グローバル事業本部長 兼 中国総支配人

部門長が語る事業戦略

「金融+サービス」のさらなる進化へ

米州では、景気回復への動きを受け、ローン・サービシング会社
のRED Capital Groupでの手数料増加、Houlihan Lokeyのアド
バイザリーや企業価値評価サービスの増加、Mariner Investment 
Groupの運用資産の伸びが期待されます。これら3社に代表され
るような「金融+サービス」の加速化をさらに進めていきます。また、
2012年に設立したブラジル現地法人を足がかりに、南米における
投資案件の発掘を進めていきます。

米州における、高い専門性に基づく
「金融+サービス」の継続的強化
既存事業の強化、新規事業開拓、
新規投資によるアジアの成長取り込み
航空機事業の新規投資と手数料ビジネスの拡大
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