
常に新しい価値を創造し、		進化しながら成長する

　2011年11月にオリックスは株式会社九電工との間で戦略
的パートナーとしての協業推進と、九電工の100%子会社で
ある株式会社キューコーリースの株式引受について合意しま
した。オリックスは2012年1月にキューコーリース株式の
90%を取得し、同株式の10%を引き続き保有する九電工と
の連携を深めています。
　キューコーリースは1988年に九電工グループとして発足

以降、設備リースや自動車リースを中心に事業を展開し、九
州で安定した顧客基盤を有しています。九電工グループ、九
州電力グループ、九州の官公庁との取引にも強みを持ってい
ます。
　九電工は1944年に創業し、電気・設備工事から、環境エネ
ルギーや情報通信関連、そして防災システムや風力・太陽光
発電システムなどへと多角的に事業を展開しています。

【法人金融サービス事業部門】

キューコーリースのグループ入りと九電工とのパートナーシップ構築
～環境エネルギー分野を中心に事業拡大～

　キューコーリースは、九電工のお客様を含む多様なニーズに対して、オリックスの付加価値の高い金融サービ
ス機能を生かしたソリューションの提供を進めています。一層のサービスの充実と強化のため、自動車のメンテ
ナンスリースやテレマティクスサービス、測定機器やパソコンのレンタルなどの付加価値商品を提供するなど、
お客様との取引が一段と深まっています。
　また、オリックスとキューコーリースは、オリックスの金融サービスノウハウと、九電工の事業基盤・技術力の
融合によって、特に環境エネルギー分野を中心に新規事業機会の創出を目指します。具体的には、メガソーラー
事業、太陽光・風力発電事業、ESCO*事業、水事業、廃棄物処理・リサイクルなどといった事業構築を進めていま
す。そして、九州地区だけでなく、九電工とともにさらに広い地域で事業を展開していきたいと考えています。
* ESCO（Energy Service Company）：省エネルギーを実現するための包括的なサービス。

株式会社 
キューコーリース
代表取締役社長 
後藤 和雄

オリックスでは「“金融＋サービス”の加速化」と「アジア等新興国の成長を取り込む」を中期的な経営戦略
として掲げ、新たな価値創造による一段の成長を目指しています。

“金融＋サービス”の	
加速化

　金融分野の事業環境が構造的に変化するなかで、
従来の金融事業は、より付加価値の高いサービス提供
によって、収益力を高めていくことが求められています。
オリックスでは、すでにメンテナンスリース事業やサー
ビサー事業など、高付加価値サービスの提供を手がけ
ていますが、今後も国内外の幅広い顧客基盤や知見、専
門性を生かし、新たな分野への進出や、お客様の多様な
ニーズにお応えするサービスの提供を進めていきます。

アジア等新興国の成長を
取り込む

　企業の成長には、アジアなど高い経済成長を遂げ
ている新興国における事業拡大が重要です。オリッ
クスでは、1971年の香港進出を皮切りにアジアをは
じめ新興国で築いてきた現地法人やローカルパート
ナーとのネットワーク、積み重ねてきた投資実績や
顧客基盤を生かしながら、事業をさらに拡大し、これ
らの地域での成長を取り込んでいきます。

セグメントトピックス
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常に新しい価値を創造し、		進化しながら成長する

オリックス・クレジットと一体的運営でカードローン事業を
拡大
　オリックス銀行の親会社であるオリックスは本年6月に、
オリックス・クレジットを100%子会社化しました。オリッ
クス・クレジットは、25年間培ってきた「オリックスVIPロー
ンカード」の運営ノウハウという、他社にはない強みを持っ
ています。オリックスグループとして、オリックス銀行とオ
リックス・クレジットが一体的に取り組むことで、コン
シューマーファイナンス市場の新たな需要を取り込み、事業
拡大を図ることができると考えています。

さらに収益性の高い銀行を目指して
　オリックス銀行は、従来の銀行の発想にとらわれず、お客様
のニーズに応えていきたいと考えています。ライフプランに
合ったオーダーメイド型の住宅ローン、そして経営課題に応
えるソリューションを提供できる法人融資という2つのビジ
ネスに加え、幅広い金利帯・金額枠でお客様のニーズに合う商
品としてカードローンを第三の収益の柱とすべく拡大し、コ
ンパクトで収益力の高い、ユニークな銀行を目指します。

　オリックス銀行は1998年にオリックスグループの信託銀
行としてスタートしました。「インフラコストを可能な限り
抑えて、より魅力的な金融商品・サービスを提供する」という
コンセプトのもとビジネスを展開しています。総合的なサー
ビスを提供するのではなく、無店舗型の銀行として得意分野
に特化しています。現在では、通販型およびインターネット
取引専用の定期預金、住宅ローン、法人向け融資業務など普
通銀行業務の比重が大きくなってきました。また、2011年3

月に預金残高が1兆円を突破したのを機に、社名をサービス
の実態に合わせ、幅広いお客様に当社を身近に感じていただ
きたいという思いを込めて、「オリックス信託銀行」から「オ
リックス銀行」に社名を変更しました。

2012年3月、カードローン事業に参入
　オリックス銀行では、個人向け無担保ローンは住宅ローン
と同じく、お客様の生活をサポートする重要な資金であると
考え、本年3月に「オリックス銀行カードローン」の取り扱い
を開始しました。今後、住宅ローン、法人融資に続く当社の中
核事業として事業拡大を図ります。総量規制の導入により、
コンシューマーファイナンス市場は縮小しましたが、過払い
利息返還請求の収束や貸出残高の減少に底打ちが見えつつあ
り、失われた市場が大きい分、今後の潜在的な回復余地は大
きいと考えています。

オリックス銀行株式会社
代表取締役社長　潮 明夫

【リテール事業部門】

グループ力を結集して	
銀行のカードローン事業拡大を目指す

+++ORIX-JAR12前半
_717再校
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セグメントトピックス

　オリックスの不動産事業は、不動産開発・賃貸、不動産ファ
イナンスにおいて高い専門性を持ち、この専門性をベースに
付加価値の高いアセットマネジメントや運営へと事業を拡大
しています。そして、ハード（不動産市況に連動する不動産事
業）からソフト（自己の専門性やノウハウを生かした運営事

業）へと収益基盤の再構築を進めています。オリックス不動
産では、さまざまな施設の運営を手がけており、新規施設も
順調にオープンしています。運営事業は、当事業部門の安定
収益基盤へと成長しています。

旅館　  ～運営・再生ノウハウ～
　2002年9月に大分県の「杉乃井ホテル」から始まった旅館再生事業では、これまでに各地の老舗有名旅館5軒に
対する支援を行っています。営業施策をはじめとした経営指導や、新規設備投資の実施などを通じて、いずれの旅館
もより一層お客様に喜んでいただけるような施設へと生まれ変わっています。2006年11月より支援を開始した宮
城県の「鳴子ホテル」は、2011年10月に支援が完了し、前経営陣が改めて同ホテル施設を取得しました。最近では
2011年9月に支援を開始した長野県の「蓼科グランドホテル滝の湯」を、2012年4月にリニューアルオープンしま
した。同ホテルの持つ老舗温泉旅館の魅力はそのままに、暖炉のあるロビー、滝見の大浴場、地元食材のバイキング
レストランといった新しい魅力をお客様に提供しています。

ドーム施設・劇場　  ～ホール運営ノウハウ～
　2006年9月に大阪府のドーム施設「京セラドーム大阪」の運営を開始しました。当施設では、オリックス・バファ
ローズの本拠地球場としてのプロ野球試合だけでなく、コンサート、展示会、見本市、式典、スポーツイベントなども
開催され、幅広いお客様にご利用いただいています。また2012年4月には、大阪府の旧大阪厚生年金会館大ホール
を「オリックス劇場」としてリノベーションオープンしました。音響や照明などを最新鋭の設備にアップグレードす
ることで、ポップスやロックはもちろんのこと、クラシック、ミュージカル、オペラ、演劇など、これまで以上に多種
多様な公演をお届けしています。

水族館　  ～展示・集客ノウハウ～
　2004年4月に神奈川県とのPFI*1事業である「新江ノ島水族館」を開業しました。相模湾大水槽では、8,000匹の
マイワシの群泳といった相模湾の環境を再現しています。また、閉館後の夜の生きものの様子を観察できるナイト
ツアーは、人気のプログラムとなっています。2012年3月には、京都府に日本初 *2の内陸型大規模水族館として「京
都水族館」を開業しました。京都の源流から海にいたるまでのつながりを再現する9つのゾーンで構成されています。
幅広い層のお客様を対象に、京都の自然や生態系を遊びながら学べるエデュテインメント型*3水族館を目指してい
ます。2012年5月には、東京都に「すみだ水族館」を開業しました。都市型水族館という特性から都内に勤務する方々
のアフターファイブの来場も想定し、夜9時まで営業しています。

*1   PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の
資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。

*2 オリックス不動産調べ。内陸型大規模水族館を沿岸部まで50km、延床面積10,000m2以上と定義 。
*3   エデュテインメント（Edutainment）とは、エデュケーション（Education：教育） とエンターテインメント（Entertainment：娯楽）
との合成語で、近年、博物館や美術館などで楽しみながら学習する手法を表す用語。

蓼科グランドホテル滝の湯

オリックス劇場

【不動産事業部門】

専門性を生かした運営事業の展開

　東京スカイツリータウン®にある「すみだ水族館」は、国内最大規模となる屋内開放のプール型水槽があり、ペ
ンギンとオットセイを間近で観察することができます。また東京大水槽では、世界自然遺産である小笠原諸島の
海を再現しており、約1,000km離れた小笠原の自然を感じてもらうことができます。当水族館では、大成建設株
式会社が開発した人工海水製造システムを採用しています。水槽内の水すべてに人工海水（淡水を除く）を使用し
ているのは、オリックスが運営する「京都水族館」に続いて国内2例目です。このシステムにより内陸地での運営
コストを削減できるばかりか、海水運搬が不要になり、運搬に伴う二酸化炭素の排出を抑制しています。

すみだ水族館
支配人　田海 雅彦

京都水族館
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【海外事業部門】

世界各国の成長に合わせた新たな商品・サービス提供への挑戦
　オリックスの海外事業は“Localization and Partnership”を基本として、現地の有力なビジネスパートナーとともに各国におい
てリースを中心とした事業を展開し、さまざまなお客様との取引を築いてきました。こうした基盤の上に、特に事業環境の変化の
激しい新興国においては、多様化するニーズに対応すべく新たな商品・サービスの提供にチャレンジしています。

　OLMは、これまでに培った幅広いビジネスプラットフォー
ムやシナジーを活用して新規事業戦略を推進しようと考えて
います。ビジネスの成熟や新たなビジネストレンド、国の経
済発展などに応じて次第に変わっていくお客様のニーズに対
して、お客様のビジネスや産業に関する知見、そしてローカ
ルマーケットに対する知識をもとに、新たな商品・サービス
を開発するとともに、既存の商品・サービスのさらなる進化
を図っていきます。
　例えば、多国籍企業や国内の大手企業では、アウトソーシ
ングのニーズが高まっており、自動車や IT機器といった動産
のメンテナンスリースの活用が増えてきていますが、そのよ
うな企業では、生産設備や機械のようなコアとなる資産だけ

マレーシア

全土にわたる産業の設備投資を	
サポート、新規ビジネスにも	
意欲的に挑戦

Lim Beng Chor
Managing Director & CEO, 
ORIX Leasing Malaysia  
Berhad (OLM)

1979年OLM入社。2003年から現職。

を保有し、土地や建物といったノンコア資産を切り離すオフ
バランス戦略を取っています。そこには、商業不動産投資と
いうOLMにとって新しく、かつ従来のビジネスとも関連性
のあるビジネス機会があるとみています。
　他に、OLMでは椰子の栽培を新規事業機会として考えてい
ます。これはパーム油関連事業へのファイナンスを通じて同
事業への知見を十分に蓄積しているためです。また、マレー
シア政府は主に椰子を燃料とするバイオマス発電、環境保全
に関わる技術、再生可能エネルギーを強く推進しています。
ここに、ファイナンス提供だけでなく、環境に優しいパーム
油の製造、太陽光発電などのプロジェクトへの投資機会と
いった新たなビジネスチャンスがあると考えています。

ORIX Leasing Malaysia Berhad (OLM)

OLMは1973年に設立されたマレーシアにおけるリース事業のパイオニアです。中小企業向けファイナンスリースから始まり、設備の割賦
やリース、自動車や IT機器のメンテナンスリースを中心にさまざまな種類の金融サービスを、マレーシア全土にわたる幅広い産業の中小企
業や大手企業、多国籍企業といったお客様に提供しています。現在は、国内15拠点、650名を超える従業員を有し、リース事業において国内
最大のネットワークを展開しています。

シンガポール

ASEAN地域の重要な拠点として	
地域の成長力を取り込む

Joanne Liau
Managing Director, 
ORIX Leasing Singapore Limited 
(OLS)

2004年OLS入社。2007年から現職。

ORIX Leasing Singapore Limited (OLS)

OLSは1972年に設立されました。現在の事業はリース、割賦、融資、ベンダーファイナンスへと拡大しています。OLSは中小企業へのファ
イナンシャルソリューション提供というニッチな事業に注力して成長してきました。現在では中小企業向けファイナンスを提供する国内の
主要なノンバンクの一社となり、お客様は建設業、物流業、製造業、サービス業、小売業と多岐にわたっています。
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　台湾におけるオリックスの事業活動を促進していくため
に、OTCは2001年に法人金融部門を設立し、台湾上場企業
の中国本土でのビジネス拡大をサポートするプロジェクト
ファイナンスに積極的に取り組んできました。その後、銀行
セクターの不良債権比率を低下させるという政府の方針に応
じて2002年10月に投資銀行と組んで不良債権投資事業を
開始し、2004年にはこれらの業務を行うためOAMCが別会
社として設立されました。これまでにOAMCは総額30億米
ドルの不良債権に投資し、台湾トップクラスのアセット 

マネジメント会社になっています。　

　他の外資系や地元のアセットマネジメント会社と差別化す
るために、OAMCでは不良債権投資事業だけでなく新たなビ
ジネスへの参入を検討しています。
　現在、OAMCはオリックスの専門性とネットワークを台湾
に取り入れ、台湾企業に対して成長著しい中国本土へ参入す
るための金融的サポートやサービスなどを提供する「日・
台・中」プラットフォームの構築を進めています。それに加
えて、OAMCでは日系企業の台湾進出支援のアドバイザリー
業務にも注力しており、今後はプライベート・エクイティ投
資やフィー収入を獲得できる取組を展開していきたいと考え
ています。

台湾

「日・台・中」のプラットフォームを	
構築し、企業の台湾・中国への	
進出を支援

セグメントトピックス

ORIX Taiwan Asset Management Company (OAMC)

OAMCは2004年に設立され、法人金融、不良債権投資、不動産、その他投資銀行業務を行っています。
オリックスは1982年に台湾で事業を開始し、現在では、3つの会社を通じて事業を展開しています。ORIX Taiwan Corporation (OTC)で設
備リース事業を、ORIX Auto Leasing Taiwan Corporation (OALT)で自動車リース事業を行っています。

Algol Lee  
President, ORIX Taiwan Asset 
Management Company (OAMC)

2001年OTC入社。2003年OTCの法
人金融部門、NPL投資事業部門責任者。
2004年から現職。

中央が本人、西村良治（左、OAMC）、
Alex Chen（右、OAMC）

　シンガポールは小さいながらも開放された、競合の激しい
成熟した市場です。国内での融資事業はほぼ銀行が独占して
います。国内の厳しい競争のなかで勝ち続け、業績を上げて
いくには、OLSの既存ビジネスを常に根本から見直し、再構
築する必要があります。
　ASEAN地域には比較的まだ未成熟なマーケットがあり、
人口の多さや潜在的な経済規模を鑑みると非常に大きなビジ
ネス機会や成長の可能性を秘めています。米国や欧州の経済
が困難な状況にあるなかで、アジアそしてASEAN地域が世界
の貿易や経済成長に重要な役割を担い、貢献を深めていくと
予想されています。OLSは、オリックスのASEAN地域の拠
点として、金融と事業の両分野で新規の商品開発や投資と
いったビジネスチャンスを獲得する絶好のポジションにあり

ます。また、オリックスが既に展開しているマーケットに加え、
ベトナムやミャンマーといった新たなマーケットでもビジネ
スチャンスがあると考えています。
　オリックスの持つ能力と幅広いネットワーク、そしてお客様
のビジネスへの深い知見を生かすことで、OLSはASEAN地域
の膨大なビジネスチャンスと成長機会を獲得する中心的存在
になれると考えています。今後のビジネスの拡大によって、
OLSはASEAN地域の中小企業のベストパートナーとして、
ファイナンシャルソリューションの提供やエクイティ投資を行
うだけでなく、提携や投資、ジョイントベンチャーのプラット
フォームも提供していきたいと考えています。
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　サウジアラビアにおける金融マーケットは開かれつつあり
ますが、マーケットを理解するには時間がかかります。特に
不良債権の処理手続きが難しいことが特徴です。SOLCは、
不良債権を最小化するための与信ノウハウを蓄積してきてお
り、これが我々の競争優位となっています。
　サウジアラビアは金融危機の影響が比較的小さく、2011年
のGDP成長率は7%と力強く成長しており、今後数年間も5%

の成長率が見込まれています。国による大学や病院といったイ
ンフラ向けの積極的な設備投資が、建設現場をはじめとした
リース需要を高めています。また、政府の石油関連事業以外の
雇用創出政策も中小企業の設立を促進しており、そのファイナ
ンサーとしてのリース会社への期待が高まっています。
　昨年、オリックスから紹介を受けた中国の重機メーカー向
けに初のシンジケートリースを組成、実行しました。サウジ
アラビアでも中国企業のプレゼンスは高まっており、SOLC

は地元金融機関とのシンジケーションをアレンジしました。

サウジアラビア

イスラム圏に根を張り、	
中東地域における	
ファイナンシャルソリューションの	
提供を拡大

Shaheen Amin
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Saudi ORIX Leasing Company 
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これによって、SOLCは新たな取組を手がけることができま
した。今後もこういったオリックスとのコワークを進めたい
と考えています。
　また、資金調達は金融機関からの借入が中心ですが、今後、
調達源の多様化を推進するために、上場を視野に入れたス
クーク（イスラム債）の発行を検討しています。
　サウジアラビアは中東最大のマーケットであり、新たなビ
ジネスチャンスがあると考えています。今後は、事業領域の
拡大や、これまでに培った知見や株主との強い関係を活用す
ることで、サウジアラビアの経済成長を取り込んでいきたい
と考えています。現在行っている設備リースだけでなく、船
舶や航空機のファイナンス事業や、トラックのオペレーティ
ングリースなども魅力的な分野であり、オリックスの中東に
おけるファイナンシャルソリューションプロバイダーとして
の地位を進化させ、いわば“ミニオリックス”を目指してい
きます。

Saudi ORIX Leasing Company (SOLC)

SOLCは2001年に IFC（国際金融公社という世界銀行グループの1社）の出資を受け、サウジアラビア通貨庁（SAMA）によるライセンスを
受けた同国初のリース会社として設立されました。他にサウジ投資銀行（SAIB）、トレードデベロップメント＆インベストメントグループ
（サウジアラビアの個人投資家グループ）が設立時の出資者です。その8年後の2009年に IFCはリース会社としてのSOLCの成長を見届け、
全株式をSAIBに譲渡しました。現在のオリックスの出資比率は29%です。
SOLCの事業の中心はファイナンスリースで、工場の機械設備、車両、輸送機器、建設機械、事務機器、不動産などが対象です。なお、サウジ
アラビアには、多くの金融会社がありますが、SAMAのライセンスを受けているのはSOLCを含めて2社のみです。

オリックスの中東・中央アジア地域での歴史
1986年にイスラム圏への足がかりとして、ORIX Leasing Pakistan Limited (OLP)を設立したことに始まります。その後、OLPに対し融資
取引のあった IFCと1994年にOman ORIX Leasing Company SAOGを設立しました。さらに共同で1997年にエジプトにORIX Leasing 

Egypt SAEを、2001年にサウジアラビアにSaudi ORIX Leasing Companyを設立しました。また、 2002年にオリックスとOLPは、地元
の有力企業をパートナーとしてアラブ首長国連邦にMAF ORIX Finance PJSCを設立しました。オリックスは2005年にカザフスタンの
リース会社SK Leasing JSCに出資しており、現在は中東・中央アジアの6カ国で事業展開しています。
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