
取締役（2013年7月1日現在）

　　宮内 義彦1 取締役 兼 代表執行役会長
グループCEO

　　山谷 佳之6 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

　　井上 　亮2 取締役 兼 代表執行役社長
グループCOO

　　浦田 晴之3 取締役 兼 代表執行役副社長
グループCFO

　　門脇 克俊7 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

　　馬着 民雄4 取締役 兼 執行役副社長
グループCIO
人事・総務本部長

　　小島 一雄 取締役 兼 専務執行役
事業投資本部管掌
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新浪剛史氏は、現在（株）ローソン代表取締役CEOを務めています。これま
での企業経営における幅広い経験と知見に基づく経営判断力を生かし、取
締役会および各委員会の審議において発言するなど、当社の経営の監督
に貢献しています。

　　新浪 剛史　2010年6月就任

　　担当：指名委員、報酬委員
● （株）ローソン  代表取締役CEO
● （株）ACCESS  社外取締役

11

佐々木毅氏は、東京大学総長、国立大学協会会長等を歴任しました。これま
での大学改革などの豊富な経験と、広く政治、社会など、企業経営を取り巻
く事象についての深い知見を生かし、現在は指名委員会の議長として、当
社の事業展開にふさわしい取締役会や執行役の陣容についての審議を主
導的に行うなど、当社の経営の監督に貢献しています。

　　佐々木 毅　2006年6月就任

　　担当：指名委員（議長）、監査委員、
　　　　：報酬委員
● 東京大学名誉教授
● 東日本旅客鉄道（株）  社外取締役

8

ロバート・フェルドマン氏は、現在モルガン・スタンレーMUFG証券（株）マ
ネージング・ディレクター チーフエコノミスト 兼 債券調査本部長を務めて
います。エコノミストとして企業経営を取り巻く国内外の環境、事象について
の深い知見を有し、現在は報酬委員会の議長として、中長期的なインセン
ティブ機能を高めるための役員報酬体系ならびに報酬水準の審議を主導的
に行うなど、当社の経営の監督に貢献しています。

　　ロバート・フェルドマン
　　2010年6月就任
　　担当：報酬委員（議長）、指名委員
● モルガン・スタンレーMUFG証券（株）
● マネージング・ディレクター
● チーフエコノミスト 兼 債券調査本部長

10

薄井信明氏は、大蔵事務次官、国民生活金融公庫（現 （株）日本政策金融公
庫）総裁等を歴任しました。金融・税務の専門家としてのこれまでの豊富な
経験と深い知見を生かし、取締役会および各委員会の審議において発言
するなど、当社の経営の監督に貢献しています。

　　薄井 信明　2012年6月就任

　　担当：指名委員、監査委員
● コナミ（株） 社外監査役

12

安田隆二氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニー ディレクター、A. T. 
カーニー アジア総代表等を歴任し、現在は一橋大学大学院国際企業戦
略研究科教授を務めています。企業戦略に関する専門的な知見とこれ
までの幅広い経験を生かして、当社の経営の監督に貢献することを期
待しています。

　　安田 隆二　2013年6月就任

　　担当：指名委員、監査委員、報酬委員
● 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
● （株）大和証券グループ本社 社外取締役
● （株）ふくおかフィナンシャルグループ 社外取締役
● ソニー（株） 社外取締役
● （株）ヤクルト本社 社外取締役

13

社外取締役のご紹介

辻山栄子氏は、現在早稲田大学商学学術院教授を務めるとともに、財務会
計に関する国内外の政府、機関の審議委員を歴任しています。会計の専門
家としての深い知見とこれまでの豊富な経験を生かし、現在は監査委員会
の議長として、当社の内部統制システムの実効性についての審議を主導的
に行うなど、当社の経営の監督に貢献しています。

　　辻山 栄子　2010年6月就任

　　担当：監査委員（議長）、報酬委員
● 早稲田大学商学学術院教授
● 三菱商事（株）  社外監査役
● （株）ローソン  社外監査役
● （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ  社外監査役
● （株）資生堂  社外監査役

9

社外取締役は業務執行を行う経営陣から独立した立場であり、
上場証券取引所が定める独立役員として、全員届け出ています。
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グループ常務執行役員
亀井 克信
オリックス自動車（株） 取締役社長

グループ執行役員
益子 哲郎
不動産事業本部副本部長
オリックス不動産（株） 執行役員副社長

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

執行役副会長
西名 弘明 
グループ関西代表
オリックス不動産（株） 代表取締役会長
オリックス野球クラブ（株）
代表取締役社長

常務執行役
下浦 一孝
リスク管理本部長

執行役
池袋 恒明
グループ法務・
コンプライアンス部管掌
グループ監査部管掌

執行役
錦織 雄一
事業投資本部長

常務執行役
加藤 髙雄
経理本部長
オリックス・エム・アイ・シー（株）
取締役社長

専務執行役
大嶋 祐紀
グローバル事業本部長 
兼 中国総支配人

専務執行役
縣 信太郎
財務本部長

常務執行役
三谷 英司
国内営業統括本部副本部長 
兼 近畿営業担当
グループ関西副代表

執行役
井尻 康之
国内営業統括本部地域営業担当

執行役
西谷 秀人
ORIX USA Corporation 会長

執行役
関 重樹
人事・総務本部副本部長
業務改革室管掌

執行役
片平 聡
国内営業統括本部 OQL・広域・
業務センター・コールセンター担当
オリックス・コールセンター（株）
取締役社長

執行役
木村 司
グローバル事業本部副本部長
兼 本部長補佐

執行役
入江 修二
事業投資本部副本部長

執行役
松﨑 悟
経営企画部管掌
グループ広報部管掌

執行役（2013年7月1日現在）

グループ執行役員（2013年7月1日現在）
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