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本資料に関する注意事項本資料に関する注意事項
本資料に掲載されている、当社の現在の計画、⾒通し、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関係

する⾒通しであり、これらは、現在⼊⼿可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。

従 れ ⾒通 全 的 依拠す 控 くだ 願 た す 実際 業績 外部環境従いまして、これらの⾒通しのみに全⾯的に依拠することはお控えくださるようお願いいたします。実際の業績は、外部環境
および内部環境の変化によるさまざまな重要な要素により、これらの⾒通しとは⼤きく異なる結果となりうることを、ご承知お
きください。

れら ⾒通 と異な 結果を⽣じさせ 原因とな 要素は 当社が メリカ合衆国証券取引委員会（ ） 提出これらの⾒通しと異なる結果を⽣じさせる原因となる要素は、当社がアメリカ合衆国証券取引委員会（SEC）に提出し
ておりますForm20-Fによる報告書の「リスク要因（Risk Factors）」、関東財務局⻑に提出しております有価証券報告
書および東京証券取引所に提出しております決算短信の「事業等のリスク」に記載されておりますが、これらに限られるもの
ではありません。

なお、本資料は情報提供のみを目的としたものであり、当社が発⾏する有価証券への投資の勧誘・募集を目的としたも
のではありません。
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Ⅰ. セグメント利益・資産
（単位：億円）

 ⽶州以外の資産が順調に拡⼤、利益も堅調に推移

700
米州以外（アジアその他） 米州

セグメント利益の地域別内訳 セグメント資産の地域別内訳
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Ⅰ. セグメント利益・資産 〜地域別・タイプ別〜

アジア・豪州

地域別内訳 (13/6末）

投資

 「投資」は韓国が中心（未来アセット
生命、STXエナジー等）

 韓国以外の国では大口投資残
なし

米州
3,756億円

中華圏
1 884億円

中東・欧州
387億円

その他
1,686億円

リース
他

なし

 「リース他」はマレーシア、
オーストラリア、韓国、インドネシア等アジア・豪州

4,933億円

1,884億円

中華圏
 「投資」は大連本社ビルPJが最大

タイプ別内訳 (13/6末）

投資
リース

他

 「投資」は大連本社ビルPJが最大
規模

 「リース他」は香港が半分以上を
占める

米州
3,756億円リース他

投資
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Ⅱ. 海外展開の歴史
 1971年の⾹港を⽪切りに、国内で培ったノウハウを元に海外展開
 「国際化という物々しい考え方ではなく日本の垣根を外すという考え方」 「国際化という物々しい考え方ではなく日本の垣根を外すという考え方」

海外34カ国・地域
（2013.7.1時点）

1971 ⾹港
1972 シンガポール
1973 マレ シア

1981 ORIX USA設⽴
1987 不動産開発会社を買収
1997 CMBS(商業⽤不動産ロ ン担保証券)

1973 マレーシア
1975 インドネシア
1977 フィリピン
1978 タイ

1994 オマーン
1995 ポーランド
1997 エジプト

海
外
の
ネ 1997 CMBS(商業⽤不動産ローン担保証券)

サービシング 事業を開始
2006 投資銀⾏（Houlihan Lokey）を買収
2010 ローンサービシング会社（Red Capital）を買収

1980 スリランカ
1986 パキスタン

オーストラリア
1988 ニュージーランド

2001 サウジアラビア
韓国

2002 アラブ⾸⻑国連邦
2004 中国

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

日本アジア オセアニア 欧州 北⽶ 南⽶

2010 アセットマネジメント会社（Mariner）を買収
2012 ブラジルに現地法⼈設⽴

1991 台湾
アイルランド

1993 インド

2005 カザフスタン
2010 ベトナム
2013 バーレーン、オランダ他

ク
展
開
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Ⅱ. 海外展開の歴史 〜特徴、強み〜
 現地の有⼒企業とパートナー関係を構築。経営の現地化を進め、現地での顧客基盤と

⾼いブランド認知度を獲得
 培ってきた事業基盤を活かし それぞれの現地法⼈が「⾦融+サ ビス」の方向へ

現地パートナーとの広範なネットワークLocal Partners

 培ってきた事業基盤を活かし、それぞれの現地法⼈が「⾦融+サービス」の方向へ

 有⼒な会社とその国初のリース会社を合弁で設⽴
 信頼関係をもとに、共同投資など新たな展開を図る

1971年以降、⼀貫して現地化の⽅針
 現地スタッフに知⾒やノウハウを移転し、⼈材を育成

Local Management

⾼いブランド認知度

 現地企業中心の顧客基盤と、それを支える営業基盤
Local Employees

⾼いブランド認知度
 スリランカ、パキスタン、オマーンでは現地証券取引所に
上場
 タイ マレーシア 韓国では現地資本市場から直接調達

Local Businesses

Copyright © 2013 ORIX Corporation All rights reserved.
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Ⅱ. 海外展開の歴史 〜他社⽐較〜
 中東地域まで広がるネットワークは他社を凌駕
 一貫した現地化により事業基盤が維持されてきた

日系リース各社のアジア中東拠点との比較

オリックス 20カ国・地域（4,743⼈）

銀⾏系 T社 8カ国・地域

メーカー系 H社 7カ国・地域（2,278⼈）
銀⾏系 M社 6カ国・地域

銀⾏系 M社 5カ国・地域

銀⾏系 T社 5カ国・地域

各社開⽰資料より、
日本含まず
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Ⅲ. 主なパートナーについて

(インド)

 当初は各国初のリース会社に対する共同出資者。近時は一緒に事業リスクを
負う共同投資家を増やしつつある

(アラブ⾸⻑国連邦)
Al Hail Holding LLC

(インド)
Life Insurance Corporation of India

国内最⼤の国営保険会社

(タイ)g
アブダビ⾸⻑国の投資会社

(サウジアラビア) 
Saudi Investment Bank

(タイ)
Bangkok Insurance

⼤⼿損害保険会社

(フィリピン)

(エジプト) 
N i l B k f E

国内9位*の商業銀⾏ (フィリピン)
Metrobank Group

国内2位の銀⾏とその親会社グループ

(シンガポ ル)

*時価総額ベース

National Bank of Egypt
国内最⼤の商業銀⾏

(シンガポール)
DBS Bank Limited,

United Overseas Bank Limited
アジア最⼤規模の銀⾏（パキスタン）（オマーン）

Majid Al Futtaim Trust LLCMajid Al Futtaim Trust LLC
中東で不動産開発等を⼿がける

有⼒企業グループ
(インドネシア)

Bank Negara Indonesia Tbk
国内4位の国営銀⾏

上記の他、1970年代から続くIFC（国際⾦融公社）との関係も特徴的

Copyright © 2013 ORIX Corporation All rights reserved.
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Ⅲ. 主なパートナーについて 〜最近の事例〜
【国名】 社名 特徴 オリックスとのパートナーシップ
【フィリピン】 銀⾏業（国内2位）

のほか 不動産業
・フィリピン現地法⼈の株主

Metrobank Group のほか、不動産業・
発電事業・⾃動⾞
業・保険業を⼿がける

・グループの不動産会社と共同で
ホテル、オフィス、レジデンスの
複合物件を開発中

・今年6月、環境エネルギー分野
でも業務提携し、発電会社
GBPCへオリックスが出資 Grand Hyatt Metrobank 

Center プロジェクト 完成予想図

【サウジアラビア】
Saudi Investment 
Bank

国内9位の
商業銀⾏

・サウジアラビア現地法⼈の筆頭株主
・Medgulfへの投資を仲介

【インドネシア】
Bank Negara 
Indonesia Tbk

国内4位の
国営銀⾏

・今年7月より、インドネシアに進出する日系企業の
紹介業務で提携

【アラブ⾸⻑国連邦UAE】
Al Hail Holding 
LLC

アブダビ⾸⻑国の
投資会社

・今年7月より、UAE現地法⼈の60％を保有する
筆頭株主

Copyright © 2013 ORIX Corporation All rights reserved. 9



Ⅳ. アジア中東地域における戦略

 各現地法⼈の事業を「⾦融」から「⾦融+サービス」へ

 各国の内需成⻑を取り込む
 日本での知⾒・ノウハウを現地化（メンテナンスリース、環境エネルギー）
 ⾦融周辺分野でのM&A（ex. 中東の保険会社Medgulfへの投資）
 ⾦融分野以外でのパートナーとの共同投資（ex.フィリピンでの不動産

複合開発、発電会社GBPCへの投資）

 未開拓地域への進出
 モンゴル（ex.⾦融持株会社TenGerへの投資）
 ベトナム、ミャンマーなどについても継続的に検討中

Copyright © 2013 ORIX Corporation All rights reserved. 10



Ⅴ. 国別事例：マレーシア

法⼈名、設⽴年、株主 ORIX Leasing Malaysia Berhad (OLM)、1973年設⽴、オリックス100%
事業基盤、従業員数 拠点 本店+14支店、従業員 672名

Lim Beng Chor
Managing Director & CEO

業界ポジション リース業界最⼤⼿

特徴、他社優位性

・利益は法⼈⾦融が5割（建機や製造設備・産業機械のリース・割賦や貸付⾦、保険代理店事業）、⾃動⾞
やIT機器のオペレーティングリースが3割、不良債権ビジネスが２割。
2万を超える顧客基盤 取引先 資産内容は多岐に渡る特徴、他社優位性 ・2万を超える顧客基盤、取引先・資産内容は多岐に渡る。

・競合との低レート競争とは一線を画し、商材の幅を広げることでスプレッドを維持しながら、資産拡⼤。

注⼒分野 今後の成⻑
・法⼈⾦融では主要産業であるパーム油関連の融資経験などあり。また太陽光パネル向け融資も⼿がける。
・オペレ ティングリ スは乗⽤⾞だけでなくバス フォ クリフト クレ ン 発電機も対象 最近 フォ クリフトのメン

資産（ （税後）

注⼒分野、今後の成⻑
戦略

・オペレーティングリースは乗⽤⾞だけでなくバス、フォークリフト、クレーン、発電機も対象。最近、フォークリフトのメン
テナンスリースを開始。
・⼯場や物流倉庫のリース事業を検討中。

物件タイプ別 与信先業種別

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

2,000

2,500

3,000

3,500 資産（RM million) ROA（税後）

建機
オフィス

その他 建設業その他

日系 欧米
系

顧客タイプ別

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

500

1,000

1,500

2,000

⾞両
産業機

械

オフィス
機器 サービ

ス業

製造業
運輸業

商業

その他

現地
系
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Ⅴ. 国別事例：インドネシア

法⼈名、設⽴年、株主 PT. ORIX Indonesia Finance (ORIF)、1975年設⽴、オリックス 85％

事業基盤 従業員数 拠点 所 従業員 名

⼤竹 秀治
President, COO

事業基盤、従業員数 拠点 11ヵ所、従業員 530名
業界ポジション リース⼤⼿の一角。日系・地場系、⼤小のプレーヤーがひしめくマーケット。

特徴 他社優位性

・⻑い業歴に基づくノウハウ、特に地場企業に対する与信⼒に強み。
・リース他社は⾃動⾞やバイクなど特化型が多く、かつファイナンスリースだけ。対象物件が幅広く、オペレーティング特徴、他社優位性 リ ス他社は⾃動⾞やバイクなど特化型が多く、かつファイナンスリ スだけ。対象物件が幅広く、オペレ ティング
リースを⼤々的に展開しているのはORIFのみ。
・⽯炭採掘業向けの資産が約半分を占めていたが、昨年夏の⽯炭価格下落を受け、半年間で1/4にまで圧縮。

注⼒分 今後 成⻑
・乗⽤⾞リースに注⼒し、台数を伸ばしている。また市場拡⼤中のトラックリースにも注⼒。
今後 中間層 所得拡⼤を睨 ⾦融サ ビ 会社 投資を検討中

物件タイプ別残⾼ 与信先業種別残⾼

注⼒分野、今後の成⻑
戦略

・今後の中間層の所得拡⼤を睨み、⾦融サービス会社への投資を検討中。
・今年7月にBank Negara Indonesia Tbkと提携。ORIFはインドネシアに展開する日系企業との取引拡⼤を
図る。

顧客タイプ別物件タイプ別残⾼ 与信先業種別残⾼

3.0%

4.0%

5.0%

5,000

7,500 資産（Rp billion) ROA（税後）

重機

産業用
機械

フォーク
リフト

その他

石炭採
掘業その他

日系 欧米系

顧客タイプ別

0.0%

1.0%

2.0%

0

2,500

重機

乗用⾞

商用
⾞、大
型商用

⾞

掘業

製造業

農業 林輸送業

その他

現地系
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Ⅴ. 国別事例：オーストラリア、ニュージーランド

法⼈名、設⽴年、株主 ORIX Australia Corporation Limited (OACL)、1986年設⽴、オリックス100%

John Carter
Managing Director

事業基盤、従業員数 オーストラリア 12拠点、ニュージーランド 4拠点、従業員275名

業界ポジション ⾃動⾞リースに特化した中堅リース会社（リース市場51万台に対し、OACL管理台数4.1万台）

・顧客はグローバル企業や⼤⼿優良企業を中心としたフリートユーザー、上位10社で資産の28%を占める。
特徴、他社優位性

顧客はグロ バル企業や⼤⼿優良企業を中心としたフリ トユ ザ 、上位10社で資産の28%を占める。
・メンテナンスリースの仕組みを確⽴しているだけでなく、⾼品質のITシステムが強み。Webベースの⾞両・契約管理
システムを提供、顧客は好きな時にデータ抽出ができ、営業マンを介さずに新規発注まで可能。

注⼒分野、今後の成⻑ ・⾼い収益性を維持しながら、規模の拡⼤を図る

物件タイプ別 顧客タイプ別10 0%1 000 資産（A$ million) ROA（税後）

注⼒分野、今後の成⻑
戦略

⾼い収益性を維持しながら、規模の拡⼤を図る
・付加価値の⾼いコンサルティングサービスへの注⼒

物件タイプ別 顧客タイプ別

6.0%

8.0%

10.0%

600

800

1,000 資産（A$ million) ROA（税後）

⾞両
以外

日系
欧米
系

0 0%

2.0%

4.0%

0

200

400

⾞両

現地
系
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Ⅴ. 国別事例：韓国

法⼈名、設⽴年、株主 ORIX Capital Korea Corporation (OCK)、2004年設⽴、オリックス100％
事業基盤、従業員数 拠点 5ヵ所、従業員 119名

鄭 聖允(Sung-Yoon Chung)
President, COO

事業基盤、従業員数 拠点 5ヵ所、従業員 119名

業界ポジション 財閥中心の経済構造の中でメーカー系キャプティブリース会社が強いマーケット。
OCKは韓国では珍しい独⽴・外資系。

特徴、他社優位性 ・競合は激しいレート競争を繰り広げているが、OCKでは多角化を進め、徐々に⾃動⾞関連の比重を低下させて
る特徴、他社優位性 いる。

注⼒分野、今後の成⻑
戦略

・⾃動⾞事業はオペレーティングリースへの注⼒とメンテナンスネットワークの確⽴
・オペレーティングリースの対象を⼯作機械や半導体設備に広げる
・ファクタリングや株式⼝座担保貸付など、リース以外の法⼈⾦融事業の拡⼤を図る

物件タイプ別 与信先業種別2.0%10,000 資産（億ウォン） ROA（税後）

建設機

・日本の⼤⼿アパレルと組んで、店舗リースを検討中

顧客タイプ別

1.0%

1.5%

4,000

6,000

8,000

産業機
械

建設機
械 その他

サービ
ス業その他

日系

0.0%

0.5%

0

2,000

10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 1Q

⾞両
商業

製造業
建設業

運輸業

現地系

Copyright © 2013 ORIX Corporation All rights reserved. 14

 未来アセット⽣命などPE投資案件は上記に含まない。 円グラフはいずれも13/6末時点



Ⅵ. まとめ

 特徴は「現地化」と「パートナーシップ」

 各現地法⼈を「⾦融」から「⾦融+サービス」へ 各現地法⼈を「⾦融」から「⾦融+サ ビス」へ

 M&AやPE投資も積極的に⾏い アジアの成⻑を取り込む M&AやPE投資も積極的に⾏い、アジアの成⻑を取り込む

Copyright © 2013 ORIX Corporation All rights reserved. 15



国内 海外における国内・海外における
事業投資戦略について

２０１３年 ９月１３日

事業投資本部

事業投資グループ／海外事業投資グループ事業投資グ 海外事業投資グ

Copyright ©  2013 ORIX Corporation  All rights reserved.



11．．組織体制組織体制

 事業投資グループは、国内の事業会社が投資対象として活動。所属人員は34名で3課体制。

 海外事業投資グループは、事業投資の国内外一元化のため、グローバル事業本部より「海外事業推進チーム」を2012年10月

に移管。所属人員は18名で、グローバル事業本部と連携して活動。

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

事業投資本部

小島取締役専務執行役（事業投資本部管掌）
錦織執行役（事業投資本部長）リテール事業部門

不動産事業部門

事業投資事業部門

事業投資G

事業投資本部

34名

第二課

第一課

入江執行役
（事業投資副本部長）

事業投資事業部門

第三課
海外事業投資G

18名

（事業投資副本部長）

＜連携 協働＞

グローバル事業本部海外事業部門

管理部門

＜連携・協働＞
案件ソーシング：海外現地法人が持つネットワークを
活用し、海外事業投資Gが案件捕捉・遂行を実施。

モニタリング：グローバル事業本部コーポレートファイ
ナンスチーム・海外現地法人を主体とした投資先モニ

1Copyright ©  2013 ORIX Corporation  All rights reserved.

グループ会社 タリング。



22．．事業投資事業投資GG投資実績投資実績

 事業開始期は主に再生案件を中心に投資。事業拡大期においては、競合激化等で価格目線が合わず、事業承継等相対案件

に注力。リーマンショック以降、新規投資を見合わせ既存投資案件のEXITを実施（全ポートフォリオを売却）。

 2012年より投資再開し、“ニッチマーケットにおいてライオンシェアを有する先”をメインターゲットに、重点業種を中心としたソー

シングを実施 5件 投資額350億円（連結資産820億円）のポ ト リオを構築シングを実施。5件、投資額350億円（連結資産820億円）のポートフォリオを構築。

事業拡大期事業開始期 縮小期（リーマンショック） 投資再開⇒拡大期へ

エクイティ投資残高
推移（単位：億円）

（連結資産額820億円）

183
230

350

推移（単位：億円）

3 3新規
投資

今後3年間で
エクイティ投資額1,000億円

（連結資産2,000億円）
を目指す！

3 10 15 17 35 31

91 94
57

30 28

年度’01/3 ’02/3 ’03/3 ’04/3 ’05/3 ’06/3 ’07/3 ’08/3 ’09/3 ’10/3 ’11/3 ’12/3 ’13/3 ’14/3

1 1 1 1

1 1 1 1
2

投資
件数

Exit
件数 1

1
2 2

1

2 2 2

2

現在の保有案件は、2012年以降に投資した先のみ。

㈱河内屋【酒販】（投資実行時期：2012年2月）、㈱キンレイ【食品】（同2012年4月）、㈱ネットプロテクションズ【EC後払】（同2012年12月）、旭ファイ

22 2 2

2Copyright ©  2013 ORIX Corporation  All rights reserved.

バーグラス㈱【断熱材メーカー】（同2013年3月）、１ｓｔホールディングス㈱【ITソフトウエア】（同2013年5月）。



33．．投資戦略投資戦略

 “ニッチトップ企業”をメインに、相対投資を可能とする「事業承継」、割安株価に着目した「MBO」、本業に資源を集中させたい

大手企業の「子会社売却・カーブアウト」といった視点で、テーマ性を持ったソーシング活動を実施。

 業種戦略として、市場の安定性を有すると共に海外展開を狙える「食品」、情報投資・クラウド化を見込む「IT・情報サービス」、

国内成長産業である「ヘルスケア」、オリックスグループのビジネスと親和性のある「BPO」を重点業種と定め、精力的に投資機国内成長産業である ルスケア」、オリックスグル プのビジネスと親和性のある BPO」を重点業種と定め、精力的に投資機

会を創出。

＜投資アプローチ＞ ＜ 業種 ＞ニッチトップクラス

河内屋

事業承継

業界再編 旭
ファイバーグラス

ニッチトップ

省エネルギー事業承継 食品

キ イ

ニッチトップ

食品

ファイバ グラス

ニッチトップ

MBO
（非公開化）

IT・
情報サービス

キンレイ
食

ニッチトップ 1st
MBO（非公開化）

IT・情報サービス
カーブアウト・
子会社売却

ヘルスケア

ネット
プロテクションズ

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

BPO

Copyright ©  2013 ORIX Corporation  All rights reserved.

プロテクションズ

3



44．．投資ポートフォリオ投資ポートフォリオ

河内屋

 2012年2月出資。
事業承継（創業オーナー）。

 2012年12月出資。
大企業子会社売却 （オリンパス孫会社）。

ネットプロテクションズ

 業務用酒販会社（首都圏第二位）。

＜投資テーマ＞
酒販業界における再編（他酒販会社買収・提携によるドミナントポジシ
ョン構築）

 EC後払い決済サービス（首位（パイオニア））。

＜投資テーマ＞
後払い決済手段の普及に伴う顧客拡大（ORIX営業支援）。利用者デ
ータを資産とした事業開発。

キンレイ（食品）

 2012年4月出資。
セカンダリーバイアウト（大阪ガス子会社）。

 2013年3月出資。
セカンダリーバイアウト（旭硝子子会社）。

旭ファイバーグラス

カンダリ イアウト（大阪ガ 子会社）。

 冷凍食品事業（CVS向けアルミ容器冷凍麺で首位（独占））。

＜投資テーマ＞
海外展開（アジア）、COOP・量販営業強化（ORIX営業支援）、提携戦
略（夏場商品等）

セカンダリ バイアウト（旭硝子子会社）。

 グラスファイバー断熱材メーカー（業界首位。ノンホル商品「アクリア」）

＜投資テーマ＞
省エネルギーに伴う住宅用断熱材高質化（次世代基準）。生産能力増
強によるシェアアップ略（夏場商品等） 強によるシェアアップ。

キンレイ（外食）

 和食レストラン事業（「かごの屋」。関西・関東圏に71店舗。客単価
台 グ 首

 2013年5月出資。

１ｓｔホールディングス

3,000円台セグメントで首位）。

 売上は40ヶ月連続前年同月比100%超え。

＜投資テーマ＞
関東圏店舗増加・東海地区進出・アジア店舗拡大。他外食ロールアッ

MBO（非公開化（東証2部））。

 業務用ソフトウェアベンダー（帳票「SVF」首位、BI「Dr.Sum」首位（本数
ベース））。

＜投資テーマ＞

4Copyright ©  2013 ORIX Corporation  All rights reserved.

プ。 Dr.Sumの高度化（大企業向け。ダッシュボード化）、クラウド展開（提携
等）、海外市場進出。



55．．バリューアップ戦略バリューアップ戦略

 ORIX社員常駐によるハンズオンにより投資先企業との一体感創出による経営管理・事業支援。対象業種のプロフェッショナル
人材を具備し、戦略サポート・（必要に応じて）経営陣のリプレースメントを実施。

 同業・隣接業種の買収・提携等による投資先企業の業容拡大（ドミナントポジションの獲得）、ORIX事業部門による営業支援に
より顧客基盤拡大を実施（PEファンドとの差別化）

経営管理 支援経営管理 支援

より顧客基盤拡大を実施（PEファンドとの差別化）。

買収 提携戦略買収 提携戦略

ORIX社員常駐による 同業・隣接業種の買収・提携

経営管理・支援経営管理・支援

－ Value-Up－

買収・提携戦略買収・提携戦略

投資先企業

ハンズオン管理・支援 による業容拡大戦略の展開

ORIX営業部門による顧客開拓
業種プロ人材による （営業網を活用した販路拡大）業種プロ人材による

戦略サポート・経営リプレース

ORIXORIXプロフェッショナルプロフェッショナル
営業支援営業支援

プロフェッショナルプロフェッショナル
人材プール人材プール

5Copyright ©  2013 ORIX Corporation  All rights reserved.



66．．業界環境業界環境

 国内のバイアウトファンドは勃興期から順調に拡大していたが、リーマンショックにより2009年以降、設立本数やコミットメント総
額が激減し低調に推移。2012年に底打ちし、3年ぶりにコミットメント総額900億円台に。

 有力ファンドの新規ファンドレイズによる投資余力増加および金融機関のLBOローン拡大スタンスにより、今年度は競合の激
化・買収価格の高騰を予想 競合他社を差別化しうる独自性あるソーシング・Value-up能力が鍵化 買収価格の高騰を予想。競合他社を差別化しうる独自性あるソ シング Value up能力が鍵。

拡大期勃興期 減少期 復活期

3440
2794

5608 5380 5069

24
22 21

4000

5000

6000

20

25

30

30 207 1540 1520 1012 1433 1405

2794

972 665 600 920

1 2

6
9

7 11 13 15
18

4
6 5

1000

2000

3000

5

10

15

1 2 3 4 50
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

コミットメント総額 設立本数

バ

＜LBOローン市場＞
アベノミクスによる金融緩和を受け、金融機関は国債運用から融資へのシフトを実施する中、希少な融資機会としてLBOローンにより積極的に取
り組む方針 投資家 資金調達が量（サイジ グ） 金利条件共 改善する傾向（買収価格 高騰を招く と ）

（出所：日本バイアウト研究所）
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り組む方針。投資家の資金調達が量（サイジング）・金利条件共に改善する傾向（買収価格の高騰を招くことに）。



77．．ORIXORIXのポジショニングのポジショニング

ORIX事業部門との協働による営業基盤拡大（ORIXと

しても新たな商材の追加メリット。Win-Win）。

CollaborationCollaboration
他のPEファンドとは異なり、自己勘定での投資を行う。

投資金額や投資期間に明確な制限を設けず。フルエク

FlexibilityFlexibility

しても新たな商材の追加メリット。W W ）。

ORIX・投資先共同でのロールアップ・事業提携等の

非連続的成長。

スリム化ではなく、ORIXグループのネットワークを活

かした増収による企業価値の向上を志向

イティ投資・IPO EXIT等、対応の柔軟性。

事業会社とも異なり、独立性と企業風土を維持。

種類株（一定条件に基づくによるステップイン）・共同投

資、メザニンファイナンス等、多様な投資形態。

PEPEファンド・戦略投資家ファンド・戦略投資家とと
異なるユニ クな存在として異なるユニ クな存在として

かした増収による企業価値の向上を志向。資、 ザ ン ァイナン 等、多様な投資形態。

異なるユニークな存在として異なるユニークな存在として

対象会社から求められる対象会社から求められる～ ～
ValueValue--up Sponsorup Sponsorへへ

GlobalizationGlobalizationCredibilityCredibility
投資先の海外展開に関するORIX現地法人によるサポ

ート（資金調達、販売金融支援、合弁先アレンジ等）。

海外事業会社との事業・資本提携等。

GlobalizationGlobalization
ORIXの信用力・金融機関リレーションを背景とした投資先

の資金調達コスト低下の実現。

株主ネームによるサステナビリティのアピール（投資先顧客

にとっての安心感創出）

CredibilityCredibility

7Copyright ©  2013 ORIX Corporation  All rights reserved.

にとっての安心感創出）。



88．．2013FY2013FY 戦略戦略

業種戦略の深化（食品、IT・情報サービス、ヘルスケア）・重 ORIX社員の常駐によるオンハンズ経営管理および事業支

ValueValue--UpUp投資対象拡大・多様化投資対象拡大・多様化

点業種の増加（BPOサービス等）の検討。内需企業中心か

ら輸出企業への拡大。

投資サイズの拡大。激戦区の“Small-Lower Mid（EV50～300

億円）”に加えて“Upper-Mid（300～500億円）”に照準。

援（投資先との一体感創出）。

ORIX営業部門との協業推進による顧客開拓・事業基盤拡

大（モチベーションアップのための戦略的収益配分）。

当社営業力を発揮しうる投資先の選定。

事業承継・大企業カーブアウト・MBOへの注力（セカンダリ

ーバイアウト入札の回避）。

投資形態の多様化。種類株・共同投資・メザニンファイナン

ス等、ニーズに応じた柔軟な対応による投資機会拡大。

同業種・隣接業種のロールアップ（買収）・提携戦略の展開

による業容の拡大。投資先企業間のコラボレーション推進。

既往投資先知見を生かした新規投資の展開（ex.1stホール

ディングスとの連携によるIT業界投資）。

海外戦略等海外戦略等

等、 に応じた柔軟な対応による投資機会拡大。 ディング との連携による 業界投資）。

人材の育成・体制強化人材の育成・体制強化

既往チームメンバーのOJTによる徹底的な能力底上げ（デ

ィール経験・オンハンズ常駐を通して）。

外部人材の積極的獲得。軸となるディールプレーヤーの増

加 機能分担（事業分析 会計 法務等）を目指した人材の

投資先企業の海外展開支援（ORIX海外現地法人との連携）

・旭ファイバーグラス ：海外市場参入 。

・1stホールディングス ：在アジア日系企業顧客の獲得。

・キンレイ ：冷凍麺のアジア展開。
加、機能分担（事業分析、会計、法務等）を目指した人材の

専門化・多様化。

業種スペシャリストの雇用（社内および外部顧問）による知

見向上・人脈拡大。経営人材プール化によるマネジメント支

援・リプレースメント能力の具備

日系企業の海外M&Aに関する共同投資機会模索。

☆☆☆☆ ORIXORIXならではならではのの強みによる差別化強みによる差別化 ☆☆☆☆
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援 リプレ スメント能力の具備。 ☆☆☆☆ なら はなら は 強み よる差別化強み よる差別化 ☆☆☆☆



99．．海外事業投資海外事業投資GG 投資実績投資実績

 2009年1月のグローバル事業本部発足時に設立された「新規事業開発グループ」が前身。当初のミッションは、海外現地法人の

多角化支援と海外における新たな事業立ち上げの遂行。リーマンショック後の2009年、2010年は既存投資先のリストラクチャリ

ングが主たる業務に。

～変遷～

 2012/10に国内外事業投資一元化を目指し、事業投資本部に移管。金融業をメインターゲットとしたM&A投資を明確なミッション

とし、現地法人経由の引き合いのみならず、自らも主体的なソーシング活動を開始。

～変遷～

新規事業開発グループ ＜グローバル事業本部＞
 海外現地法人多角化支援
 既存出資先リストラクチャリング

2009/1

海外事業推進チーム
 既存出資先リストラクチャリング

2010/6

2012/10 ＜事業投資本部＞ ３案件３案件をを
海外事業投資グループ 国内/海外投資の一元対応

投資ミッションの明確化
実行実行・・内定済内定済

＜グローバル事業本部＞
 コーポレートファイナンスチーム

シームレスに連携・協働

9Copyright ©  2013 ORIX Corporation  All rights reserved.

 海外現地法人



1010．．海外投資テーマ海外投資テーマ

 ORIXが現地法人を通じて既に進出している国（既進出国）はリース事業が中心であり、他金融事業（銀行、保険、消費者金融
（コンシューマーファイナンス）がメインターゲット）のM&Aを推進し、非連続の成長を目指す。

 未進出国については、新規投資によりORIXの新たなプラットフォームを構築し、当該国の将来的な成長を取り込む。 未進出国については、新規投資によりORIXの新たなプラットフォ ムを構築し、当該国の将来的な成長を取り込む。

既進出国 未進出国

金融事業多角化（リースシングル
プロダクツからの脱却）

新たなるプラットフォームの構築注力分野

プロダクツからの脱却）

現地ノウハウの活用（顧客層・ノ
ウハウの活用による成長支援）

投資先国の成長の取り込み（リー
ス事業等への展開）

海外開発系金融機関とのコラボ

☆銀行
☆保険
☆消費者金融

案件開拓（現地法人のリレーショ
ンによるソーシング）

海外開発系金融機関とのコラボ
レーション

＜対象地域＞

☆リース

＜対象地域＞

ASEAN（インドネシア、マレーシア
タイ、ベトナム等）

MENA （中東 北アフリカ）

＜対象地域＞

メコンデルタ（ベトナム・カンボジア等）

中央アジア（モンゴル等）

トルコ
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MENA （中東 北アフリカ）
サブサハラアフリカ



1111．．投資ポートフォリオ投資ポートフォリオ

TenGer Financial Group
（モンゴル）

Mongolia Opportunities Fund 
（モンゴル）

 2013/9出資予定。

 総合金融グループ。傘下に国内第4位の銀行のほか、リース会社や
保険会社。海外開発系金融機関が出資。

＜投資テーマ＞
プ

 2013/2出資。

 モンゴル初のプライベートエクイティファンド（2011年6月設立）
鉱業 インフラ、輸出関連などの中堅企業を投資対象とする。

＜投資テーマ＞
プ 豊富な天然資源を強みとした経済成長が見込まれるモンゴルへのプ

ラットフォーム投資。ノウハウ提供を通じた同社の金融ビジネス多角
化への貢献（リース業等）。

世界トップレベルの資源国であるモンゴルの経済成長を本投
資を通じ取り込むと共に、現地ネットワークの構築により新た
な投資機会を創出。

Medgulf
（サウジアラビア）

 2013/6出資。

 中東最大の民間保険会社グループ（医療保険、自動車保険が主）。
中東最大市場のサウジアラビアで第2位。レバノン、バーレーン等。

＜投資テーマ＞

～～ その他その他 ～～
投資予定案件投資予定案件＜投資テーマ＞

成長著しい中東市場での新規分野（保険業）参入。健康保険等義務
化の進捗・トルコ、北アフリカへの展開等。アジア地域（イスラム圏）へ
の展開を支援。

投資予定案件投資予定案件
検討中パイプライン、を保有検討中パイプライン、を保有
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1212．．海外海外投資投資方針方針

国内事業国内事業

1977年～

1983年～

2006年～

1991年～
1998年～

1999年～

資産運資産運

2010年～

リースリース

融資融資
船舶船舶

航空機航空機 投資投資 自動車自動車 不動産不動産 生命保険生命保険 銀行銀行

環境環境エエ
ネルギーネルギー

サービサーサービサー
投資銀行投資銀行

資産運用資産運用

1970~
香港
シンガポール

1980~
スリランカ
米国

1990~
台湾
アイルランド

2000~
サウジアラビア
カザフスタン

海外展開海外展開 2010~
ベトナム
ブラジル

マレーシア
インドネシア
フィリピン
タイ

パキスタン
オーストラリア
ニュージーランド

インド
オマーン
ポーランド
エジプト

アラブ首長国連邦
中国
韓国

モンゴル
オランダ

【【国内国内】】における金融事業多角化の実績とにおける金融事業多角化の実績と【【海外海外】】におけるにおける4040年来の年来の

ローカル顧客を対象としたリース事業展開を戦略基盤とした海外事業投資の推進ローカル顧客を対象としたリース事業展開を戦略基盤とした海外事業投資の推進
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～～ 投資先金融会社の事業成長を強力に支援投資先金融会社の事業成長を強力に支援 ～～



1313．．海外投資海外投資 戦略戦略

海外金融事業拡大海外金融事業拡大 投資先成長支援投資先成長支援

ORIX国内事業モデルの移植による投資先の事業分野拡大リース中心の海外事業を他金融分野に拡大（銀行、保険、

支援（金融事業多角化）。

海外現法顧客へのクロスセル、アジア等ORIXが強みを有す

る地域への展開サポート。

投資先による新規分野・エリアへの進出における共同投資

コンシューマーファイナンス、アセットマネジメント等）。

海外現地法人の有する顧客基盤・現地パートナーとの濃密

な関係をレバレッジとした新規事業投資の推進。

M&Aによる新規プラットフォームの獲得（事業投資ノウハウ 投資先による新規分野 エリア の進出における共同投資

等、ORIXとしてのビジネス機会捕捉。

M&Aによる新規プラットフォ ムの獲得（事業投資ノウハウ

に基づくExitも視野に入れた組み立て）。

オペレーショナル機能を有するオペレーショナル機能を有する
事業投資家としてのポジショニング事業投資家としてのポジショニング

新興国成長取り込み新興国成長取り込み グループ海外展開グループ海外展開

今後の経済成長が見込まれる新興国の金融事業への投資

による規模的グ の享受

ORIX事業部門・グループ会社の海外展開における橋頭保

の構築（クレジ ト 生保 自動車 不動産 サ ビサ ネによる規模的グロースの享受。

年齢構成に基づく人口増・所得増によるマーケットペネトレ

ーション・アップを見込みうる金融事業をターゲッティング。

の構築（クレジット・生保・自動車・不動産・サービサー・エネ

ルギー等）。

投資先との共同金融事業の展開。
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1414．．投資対象エリア投資対象エリア

アジアアジア新興国新興国、、中東地域及びアフリカへ中東地域及びアフリカへのの注力注力
～～ 経済成長初期段階での参入を（日本から直行便が飛ぶ前に）経済成長初期段階での参入を（日本から直行便が飛ぶ前に）～～

中央アジア中央アジア
トルコトルコ

中東中東

メ ンデルタメ ンデルタ

北アフリカ北アフリカ

メコンデルタメコンデルタ

ASEANASEANサブサハラサブサハラ
アフリカアフリカアフリカアフリカ

 アジア新興国： 現地法人のある国（タイ、インドネシア、マレーシア）とは連携を継続。

 MENA・トルコ： 現地法人および投資実行済みのMedgulfを通じたソーシング活動を展開。

 サブサハラアフリカ： 潜在成長力に着目し 市場調査等を開始（パートナーとの共同投資を想定）
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 サブサハラアフリカ： 潜在成長力に着目し、市場調査等を開始（パ トナ との共同投資を想定）。


