
セグメント業績の推移 億円

2010/3 2011/3 2012/3

セグメント収益 842 793 724

セグメント利益 (195) 100 215

セグメント資産 11,403 9,683 8,988

セグメント資産ROA （%）*  (0.9) 0.6 1.4

* {セグメント利益×（1－標準税率）} ／セグメント資産の平均残高

セグメントの事業概要
　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。
　現在では、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・中小企業向けに融資やリースを行うほ
か、事業承継ニーズ、海外進出ニーズへの対応など、グループ全体の顧客情報や商品・サービスの情報を集約するグループ
全体の相談窓口として活動しています｡
　当事業部門には、融資やリース事業以外に、商業施設の建物賃貸借事業や建機ビジネスを専門とする部署があり、さらに
国内外の事業部門・グループ会社を横断的につないで営業を推進する部署を設けることで、高い専門性に裏づけされたサー
ビスを全国のお客様に迅速に提供しています。

地区別拠点数
1札幌 2仙台 3東京・

関東地方
4名古屋 5大阪 6中国 7福岡
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2012年3月期の業績
　セグメント収益は、株式会社キューコーリースの買収もあり
ファイナンスリース収益が堅調に推移したものの、前期に引き続
き新規案件を選別して取り組んだことによる営業貸付金の平均残
高減少に伴い貸付金収益が減少し、前期の793億円に比べて9%

減の724億円になりました。
　セグメント費用は、貸倒引当金繰入額および支払利息などの減
少により、セグメント収益同様、前期に比べ減少しました。
　セグメント利益は、前期の100億円に比べて115%増の215億
になりました。
　セグメント資産は、ファイナンスリース投資が増加したものの、
営業貸付金残高が減少したことにより、前期末比7%減の8,988

億円になりました。

セグメント別概況

法人金融サービス事業部門
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事業環境
　当事業部門の主要なお客様である国内の中堅・中小企業を取り巻
く環境は、東日本大震災による工場設備の被災や計画停電による生
産水準の低下など直接・間接的な影響を受けていますが、緩やかに回
復しつつあります。特に東北地方において建設投資が増加し、個人消
費が堅調であるなど、復興需要が顕在化しつつあり、被災地を中心に
景気の持ち直しの動きが見え始めています。
　一方で、欧州債務問題の長期化とそれに伴う世界経済成長の減速
および円高傾向は依然として続いています。また、企業の倒産件数は
ほぼ横ばいで推移しているものの、中小企業金融円滑化法など各種
施策終了後の反動が懸念されており、これらが企業の業績回復への
重石となる可能性があります。

2011年
 6月 2日 下請建設企業・資材販売企業向け保証ファクタリング

サービスを拡大
下請建設企業・資材販売企業のお客様が元請建設企業
に対して保有する工事代金、売掛金などの債権を、オ
リックスが元請建設業者を審査の上、100%保証する
取組です。営業対象エリアを全国に拡大するとともに、
元請建設業者1社当たりの与信引受額を3千万円から
最大2億円に増額します。

 7月 7日 建設企業向け保証ファクタリングサービスで銀行と初
提携
岡山県を中心に営業基盤を持つ（株）トマト銀行と提携
することでサービスの拡大を図るとともに、お客様の新
規取引先の開拓や受注拡大を支援していきます。その
後、（株）東北銀行、（株）岩手銀行、（株）紀陽銀行、（株）西
日本シティ銀行と提携しています。

 9月16日 関東信越税理士協同組合連合会と提携
本提携により、組合に所属する約6,800名の税理士が
担当する中堅・中小企業のお客様へ、関東信越税協連
企業年金基金を活用した確定給付企業年金制度の提案
が可能になります。今後もお客様の退職金問題への対
応や福利厚生制度の導入のための、付加価値の高い
サービスを提供していきます。

10月18日 農業生産者向けファイナンスサービス事業で、らでぃっ
しゅぼーや（株）と提携
らでぃっしゅぼーや（株）が提携する農業生産者が農業
機械やビニールハウスなどの設備を導入する際に、オ
リックスが提供するリース、レンタル、割賦といった
ファイナンスサービスを利用することで、設備の初期
導入コストを抑え、費用を平準化することができます。

11月15日 （株）九電工とパートナーシップ関係を構築し、 
（株）キューコーリースの株式を引き受け
⇒詳しくは、p.18をご覧ください。

2012年
 2月17日 （株）IICパートナーズと企業年金ビジネスで業務提携

オリックスの「企業年金業務受託サービス」と、 
（株）IICパートナーズの「年金資産運用コンサルティン
グサービス」の提携により、相互の専門性を補完する
ことで、お客様へのサービス提供範囲を拡大していき
ます。

事業戦略
　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把握した上で、必要に応じ
てグループの高度な専門性を軸としたチームプレーにより、最適な
ソリューションを開発・提供するというオリックスのビジネスサイ
クルの基盤を担っています。
　グループ営業のプラットフォームとして、これまでの事業多角化の
なかでノウハウを蓄積してきた自動車事業、レンタル事業、与信機能
やサービシング機能の提供、競争力のある生命保険事業などのグルー
プ全体の高い専門性を活用することで、顧客ニーズを深掘りしてビジ
ネス機会を発掘し、“金融+サービス”を加速していきます。近年は、
お客様の海外進出に伴うさまざまな課題やニーズの高まりに応じて、
進出先の地域におけるマーケティングや現地での販売チャネル開拓
など、海外拠点ネットワークを生かした情報収集やアドバイスを提供
する取組も増加しています。また、長期化する復興の過程においても
段階に応じたメニューを提案していきます。
　こうしたサービスをグループ全体の顧客に提供することで、さら
なる顧客基盤の拡大を図ります。そのために、グループ各社と目標お
よび戦略の一体化を図り、営業・業務ノウハウを融合することで、顧
客リレーションの構築、課題発見からソリューション提供に至るま
で、従来以上のシナジーを発揮し、ワンストップのサービスを提供で
きる体制を強化していきます。

事業戦略の要約

 “金融+サービス”の加速化
 グループ各社との連携強化による顧客基盤の拡大
 環境変化に対応したビジネス機会の獲得

主なリリース
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セグメントの事業概要
　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、法人向けに測定機器のレンタルを1976年に開始。現在では、情報関連機器のレンタルおよび技術サポー
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、幅広いサービスを提供しています。

セグメントの特徴   

～自動車リース事業の進化：ファイナンスリースからメンテナンスサービスや車両管理などへ事業領域を拡大、進化～
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2012年3月期の業績
　セグメント収益は、車両売却益を含むオペレーティングリース収
益が堅調であったことにより、前期の2,258億円に比べて3％増の
2,320億円と引き続き順調に推移しました。
　セグメント費用は、オペレーティングリース原価が増加したも
のの、販売費および一般管理費などの減少により、前期に比べてほ
ぼ横ばいでした。
　セグメント利益は、前期の262億円に比べて32％増の347億円
になりました。
　セグメント資産は、オペレーティングリース投資およびファイ
ナンスリース投資が増加したことにより、前期末比7％増の5,378

億円になりました。

セグメント業績の推移 億円

2010/3 2011/3 2012/3

セグメント収益 2,262 2,258 2,320

セグメント利益 233 262 347

セグメント資産 5,157 5,027 5,378

セグメント資産ROA （%）* 2.4 3.0 3.9

* {セグメント利益×（1－標準税率）} ／セグメント資産の平均残高

セグメント別概況

メンテナンスリース事業部門
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事業戦略の要約

 グループ横断的な営業活動の継続
   高付加価値サービスの拡大と成長分野への 
リソース投入

 業務改革と原価管理の強化による収益性向上

事業環境
　国内の法人向け自動車リース事業においては、引き続き車両に関
する投資意欲の減退や経費削減といった需要面の伸び悩み、ならび
に車両の小型化などの傾向が見られるものの、企業の意識変化によ
る事業機会が増えています。具体的には、コンプライアンスや安全管
理への意識の高まりに加え、車両の維持・管理コストの削減ニーズが
一層強まっています。また、環境問題への意識の高まりから、ハイブ
リッド車などへの代替需要やカーシェアリングの利用が増加してい
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
り大幅な拡大が見込めないものの、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、競争環
境は比較的安定しています。
　情報通信関連分野においては、システムの運用コストや柔軟性の
観点からクラウドコンピューティング市場が成長し、企業の IT投資
は、ハードウェアの「所有」から、サービスとしての「利用」へと変化
しつつあります。

事業戦略
　当事業部門は、グループ横断的な営業活動を継続することで新規
顧客を開拓し、そのニーズに合わせた新たなサービスを提供します。
　自動車事業においては「リース」「レンタカー」「カーシェアリング」

を組み合わせることで、最も合理的かつコスト低減につながる車の
利用形態を提案しています。2012年3月末現在、総車両管理台数は
約95万台です｡
　法人向け自動車リース事業では、コンプライアンスや環境対応、安
全管理などの対策をテーマとして、高い専門性と確かな業務品質に
基づいた車両管理に関わる業務全般のアウトソーシングサービスを
行っています。例えば「オリックス テレマティクス サービス」では、
多種多様な走行データの分析に基づくコンサルティングにより、燃
料消費量の削減、車両の効率使用、顧客社員の安全確保を考えた運行
管理を提案しています。このような付加価値の高いビジネスを積極
的に推進することにより、手数料収益の拡大や他社との差別化を
図っています。さらに、高い収益性と競争力を維持するために、業務
改革と原価管理の強化も図ります。
　個人向けビジネスでは、引き続き「マイカーリース」「レンタカー」
「カーシェアリング」を促進しています。業界トップクラスの会員数
を誇るカーシェアリング事業では、官公庁、地方自治体、公共交通機
関、鉄道事業者、パーキング業者などとの連携強化によりさらなる会
員数の増加を図っています｡
　測定機器などのレンタル事業においては、高いマーケットシェア
を維持しながら、レンタルにとどまらずに技術サポート、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
広いソリューションを提供しています。
　今後は、国内のレンタル商品に医療機器や環境分析機器、タブレッ
ト端末などを追加し、さらに、法人金融サービス事業部門を中心とす
るグループネットワークを生かして、新たな顧客層の開拓を進めて
いきます。また海外では、中国を中心にロボット、チップマウンター
といった製造装置のレンタルを拡大していきます。なお、2012年3

月末現在の保有レンタル機器は約3万種類、95万台以上です。

2011年
 6月22日 ソフトバンク クリエイティブ（株）とデジタルサイ

ネージ *事業の戦略的パートナーとして業務提携
第一弾としてデジタルサイネージが博多港国際ターミ
ナルに導入されました。
その後マンションギャラリー、スーパーマーケット、住
宅ショールームなどへ提供しています。
*  デジタルサイネージ：駅や商業施設、観光地など人の集まる場所にディ
スプレイを設置し、ネットワークを通じて情報を配信するサービス。

11月 7日 「医療関係者向けレンタルサービスサイト」をオープン
マルチベンダー対応の医療機器レンタルサービス事業
を本格的に展開していきます。

2012年
 4月 2日 中国で産業用ロボットのレンタル事業を開始

安川電機（中国）有限公司と提携し、上海にテクニカル
センターを開設しました。（株）安川電機の産業用ロ
ボット技術と、オリックス・レンテックが有する金融
機能および物件管理ノウハウとの協業により、広大な
中国市場において事業展開を図ります。

 5月30日 レンタカーネットワーク3ブランドを統合し、1,000店
舗体制へ ～駅前店舗の拡充でお客さまの利便性を向上、
“選ばれるレンタカー”ブランドへ～
「オリックスレンタカー」「レンタカージャパレン」
「エックスレンタカー」の3ブランドを、「オリックス
レンタカー」に統合することを決定しました。

 6月28日 タブレット端末活用サービス「TabRen（タブレン）」を開始
法人のお客様を対象に、タブレット端末の導入から運
用まで、ビジネスシーンでの活用をトータルに支援す
るサービスを開始します。

主なリリース
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セグメント業績の推移 億円

2010/3 2011/3 2012/3

セグメント収益 2,150 2,176 2,226

セグメント利益 1 1 13

セグメント資産 16,774 15,398 13,692

セグメント資産ROA （%）* 0.0 0.0 0.1

* {セグメント利益×（1－標準税率）} ／セグメント資産の平均残高

セグメントの事業概要
　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、不動産ファイナンスなど、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、介護施設、ドーム施設・劇場などの開発・運営を手がけています。

セグメントの特徴 ～運営事業の拡大～
　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た施設運営を行うことで、オペレーションの
ノウハウを蓄積するとともに施設数を拡大してきました。現在では92施設を運営し、安定的な収益を生み出しています。

運営施設数の推移

100

80

60

40

0

20

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

ゴルフ場

ホテル

研修所

旅館

水族館

ドーム施設・劇場

介護施設

（件）

2012年3月期の業績
　セグメント収益は、賃貸不動産売却益が減少したものの、マン
ション引き渡し戸数の増加による不動産販売収入の増加、運営事
業収入の増加、リーシング強化によるオペレーティングリース収
益の増加により、前期の2,176億円に比べて2%増の2,226億円
になりました。
　セグメント費用は、支払利息、有価証券評価損などが減少したも
のの、不動産販売原価および運営事業費用などが増加したことに
より、前期に比べて増加しました。
　セグメント利益は、前期の1億円から13億円になりました。
　セグメント資産は、投資有価証券（特定社債を含む）、営業貸付金
および賃貸不動産などの減少により、前期末比11%減の1兆3,692

億円になりました。

セグメント別概況

不動産事業部門
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事業環境
　オフィスビル市場は、空室率は横ばい傾向にあるものの、賃料は下
落傾向が続いています。2012年は新築オフィスの供給も多く予定さ
れており、引き続き借り手優位の市場が続くと想定されます。一方、
J-REITや海外投資家など不動産の新規取得を検討する投資家も増え
つつあります。
　運営事業への影響が大きい個人のレジャー消費は2年連続で市場
規模が縮小しており、引き続き一層の差別化や顧客ニーズへのきめ
細かい対応が求められています。
　マンション市場は、東日本大震災後の市場の落込みが懸念されて
いたものの、首都圏、近畿圏ともに契約率が好不調の目安となる
70%を上回る傾向が続いています。一方、価格面では若干の下落傾
向が続いています。

事業戦略
　当事業部門の強みは開発、リーシング、アセットマネジメント、プ
ロパティマネジメント、ファイナンスなどの不動産バリューチェー
ン機能とオリックスの顧客基盤にあります。不動産に関わる専門性
の幅を生かし、さらに広げながら、保有資産の価値向上とともに、新
たな価値の提供を推進していきます。
　例えば、外部投資家との共同投資スキームなどバリューチェーン機
能を活用した良質なポートフォリオの獲得とアセットマネジメント業
務の強化や、運営事業のような不動産市況に左右されにくい分野への
さらなる取組によって、規模のコントロールとともに安定的な収益基
盤を早期に確立し、バランスの取れた成長の実現を目指しています。
　賃貸不動産の開発・賃貸事業については、資産の圧縮を継続しつ
つ、小口分散というポートフォリオの特徴と高いリーシング力を生
かし、稼働率や利回りの向上に努めます。また、不動産の売買はいま
だ本格的な回復には至っていないものの、海外投資家への売却など
多様な出口戦略を模索し、資産の回転を促進します。
　運営事業では、お客様のニーズが多様化するマーケットにおいて、
オリックスにしかできないビジネスを展開することで地位を確立し
ていきます。ホテル・旅館や水族館、ゴルフ場など、各運営施設にお
いては、新規開業した施設も多く、ターゲットとコンセプトを明確化
することで、集客力の強化と収益力の向上を実践していきます。

事業戦略の要約

 不動産のバリューチェーンを生かした事業の拡大
   賃貸事業の収益性向上、運営事業の強化による安定
収益基盤の拡大

   アセットマネジメント業務強化によるフィービジネ
スの拡大ならびに共同投資型の新規投資の推進

2011年
 6月17日 『オリックス劇場』が2012年4月8日オープン

～旧大阪厚生年金会館大ホールをリノベーション、大
阪文化発信の拠点として運営～
⇒詳しくは、p.20をご覧ください。

 9月 1日 『蓼科グランドホテル滝の湯』の取得および運営開始
⇒詳しくは、p.20をご覧ください。

 9月14日 『グランフロント大阪オーナーズタワー』分譲開始
地上48階・525戸、高級ホテル感覚の大規模分譲マン
ションが「うめきた」に誕生します。

11月 1日 鳴子温泉『鳴子ホテル』の再生を完了
～前経営陣が営業権およびホテル資産を再取得～
再生を支援してきた老舗温泉旅館『鳴子ホテル』につ
いて、営業権およびホテル資産所有会社である鳴子ホ
テルマネジメント（株）の株式を前経営陣が設立した運
営会社である（株）鳴子ホテルオペレーションズに譲渡
し、再生を完了しました。

2012年
 2月13日 『京都水族館』が2012年3月14日オープン

⇒詳しくは、p.20をご覧ください。

 3月19日 『すみだ水族館』 in 東京スカイツリータウン®が2012 年
5月22日オープン
⇒詳しくは、p.20をご覧ください。

 4月18日 『播州東洋ゴルフ倶楽部』の事業譲り受け
東洋企業グリーン開発（株）との間で、『播州東洋ゴル
フ倶楽部』（兵庫県加西市）のゴルフ事業を譲り受ける
ことで合意しました。2012年6月1日より播州東洋ゴ
ルフ倶楽部の運営を開始しました。

主なリリース
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セグメント業績の推移 億円

2010/3 2011/3 2012/3

セグメント収益 873 896 733

セグメント利益 (24) 132 160

セグメント資産 5,113 5,060 4,711

セグメント資産ROA （%）* (0.3) 1.5 1.9

* {セグメント利益×（1－標準税率）} ／セグメント資産の平均残高

セグメントの事業概要
　当事業部門は、1983年に開始したベンチャーキャピタル事業から、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・回収を行うサービサー事業、プリンシパル・インベストメント事業、証券業、M&A・財務アドバイザリー
など、事業環境に合わせて業務内容を拡大してきました。　
　2012年3月期第2四半期に当事業部門に移管された環境エネルギー関連事業は、リース契約終了物件の回収・処理から
派生して、10年以上前から廃棄物処理・リサイクル、省エネルギー対策、再生可能エネルギーの利用などに関する事業に取
り組んでいます。

2012年3月期の業績
　セグメント収益は、株式会社あおぞら銀行の株式売却による有
価証券売却益を計上し、サービサー事業のサービシング業務にお
ける回収や手数料収益が堅調に推移したものの、前期における連
結子会社の売却に伴う収益の減少などにより、前期の896億円に
比べて18%減の733億円になりました。
　セグメント費用は、有価証券評価損の減少に加え、連結子会社を
前期に売却した影響により、セグメント収益同様、前期に比べて減
少しました。
　セグメント利益は、子会社株式の売却益は減少したものの、持分
法適用関連会社からの取り込み利益が増加したこともあり、前期の
132億円に比べて21%増の160億円になりました。
　セグメント資産は、営業貸付金が減少したため、前期末比7%減
の4,711億円になりました。

セグメント別概況

事業投資事業部門

エネルギー

セグメントの特徴 ～エネルギー、金融・サービス、資源・廃棄物の分野で提供する環境エネルギー関連サービス～

電力

電力小売事業

電力一括購入サービス

再生可能エネルギー

太陽光発電システム

バイオマス発電 *1事業

資源・廃棄物

広域リサイクルシステム

廃棄物高度処理施設
（ガス化改質炉）

廃棄物収集運搬・処理施設

金融・サービス

カーボン・クレジット *3

水関連事業

ESCOファンド

カーボン・オフセット

グリーン電力証書

省エネルギー

ESCO*2事業

電力の見える化・自動制御

*1 バイオマス発電：化石資源を除く、再生可能な生物由来の有機性資源を燃料とする発電の仕組み。
*2 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。
*3 カーボン・クレジット：取引可能なCO2の排出権。
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ビスの向上を図り、高度な経営体制を確立し、当業界
のリーディングカンパニーとして確固たる地位を構築
することを創業家や同社役職員とともに目指していき
ます。

 3月27日 （株）東和銀行と資本・業務提携
（株）東和銀行の100%子会社で事業再生支援を手がけ
る東和フェニックス（株）に対して、無議決権優先株式
による10億円の出資を行うとともに、人材の派遣およ
び経営改善・事業再生支援ノウハウなどを提供するこ
とで業務提携します。

 4月 4日 外食事業・冷凍食品の（株）キンレイへ資本参加
和食レストランチェーンと冷凍食品の製造・販売を手
がける（株）キンレイの全株式を取得しました。キンレ
イの継続的発展・成長に関して、オリックスが持つ専
門性や事業プラットフォームを生かし、企業価値の向
上を支援していきます。

事業環境
　不良債権の投資市場においては、中小企業金融円滑化法の影響によ
り国内大手金融機関の大規模な資産処分の動きは限定的ですが、外資
系企業の撤退、過去に組成されたファンドの処分、事業会社の選択と
集中の加速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が大きく復
調しているとともに、上場企業における事業再編や子会社の戦略的
な非公開化、中小企業の事業承継などは引き続き動きがあることか
ら、投資、ファイナンス、アドバイザリーなどのニーズが増加すると
考えています。　
　また、エネルギーを中心とした環境エネルギー関連ビジネスは国
内外で引き続き旺盛な投資が見込まれます。　

事業戦略
　当事業部門は、サービサー事業、投資事業および新たに加わった環
境エネルギー関連事業を3本柱として、国内外の垣根のないグローバ
ルな活動を展開していきます。

　オリックス債権回収は、日本のサービサー業界初となる3種（マス
ター・サービシング、プライマリー・サービシング、スペシャル・サー
ビシング）のサービサー格付を同時に取得しており、現在スタンダー
ド&プアーズ社からCMBSの領域において、最高位の評価（能力が極
めて高い /Strong）を取得しています。加えて、サービサー事業など
を通じてファイナンスアレンジやサービシングについて高い専門性
と幅広い情報網を有しています。これらを生かして、担保不動産売却
の仲介、スペシャル・サービシングといった機能の提供により手数料
ビジネスをさらに拡大させる機会をうかがいます。
　オリックスの幅広いお客様に対しては、事業承継、事業再生（整理、
譲渡、資金調達アレンジ）などの経営支援サービスを提供しています。
金融機関に対しては、不良債権投資のほか、企業再生ファンドの運営、
資本提携による再生支援会社の共同運営などを行っており、今後も
ニーズに合わせたさまざまなソリューションを提供していきます。
　自己勘定投資においては、これまでの実績を生かしたうえでリス
クリターンに見合う事業を慎重に選別し、ポートフォリオを再構築
するとともに、投資先の企業価値の向上を図ります。また当事業部門
の事業拡大、機能補完のためにM&Aなどについても継続して検討し
ていきます。
　環境エネルギー分野は、従来から展開している廃棄物処理・リサイ
クル、省エネルギー対策などのサービスの提供、太陽光発電システム
の販売、電力事業の開発・運営においては、これまで培ってきたノウ
ハウを生かして新しい発想での提案を行うとともに、国内外での水
関連事業やメガソーラー事業などの投資・運営の拡大を図ります。

事業戦略の要約

   サービサーの高い専門性を活用した収益機会の獲得
および再生事業の強化

   事業投資における新規案件の獲得とポートフォリオ
の再構築

 環境エネルギー分野への投資、事業運営の推進

2011年
 8月12日 「太陽光発電システム」＋「電力一括購入サービス」を

初導入
マンションの電気料金を削減する「電力一括購入サー
ビス」に、太陽光発電システムを組み合わせた新たな
電気料金削減サービスを開始します。これにより、省
エネルギーと電気料金の削減を同時に実現することが
可能になります。

 9月29日 木質バイオマス発電所の営業運転を開始
『吾妻木質バイオマス発電所』（群馬県吾妻郡）の営業
運転を開始しました。吾妻木質バイオマス発電所は、
木質チップ専焼発電の発電所としては、国内で3番目
の発電規模となります。

2012年
 2月14日 大手酒販会社（株）河内屋へ資本参加

業務用酒販大手の（株）河内屋の株式を取得することで
合意しました。 オリックスは河内屋がより一層サー

主なリリース
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セグメントの事業概要
　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、1991年に開業した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、1980年に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
法人融資事業などを手がけ、2012年3月からカードローン事業を始めました。
　オリックス・クレジットについては、1979年に設立し、2009年7月より約3年間の（株）三井住友銀行との共同事業化を
経て、2012年6月に全株式を買い取り完全子会社としています。

セグメントの特徴 ～オリックス生命保険：個人向け商品の開発・販売を強化～

セグメント業績の推移 億円

2010/3 2011/3 2012/3

セグメント収益 1,555 1,488 1,601

セグメント利益 311 238 218

セグメント資産 15,788 16,537 17,385

セグメント資産ROA （%）* 1.2 0.9 0.8

* {セグメント利益×（1－標準税率）} ／セグメント資産の平均残高

「あるじゃん　保険完全ガイド2012」の保険会社おすすめランキングでオリックス生命が第1位となりました。

 「週刊ダイヤモンド」特集で、医療保険CURE（キュア）が2008年から4年連続第1位となりました。
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2012年4月 150万件突破

2010年9月 100万件突破

2006年3月 41万件突破

2012年3月期の業績
　セグメント収益は、保険料等収入が増加し、ならびに銀行の資産
増加による収益が順調に伸びたことにより、前期の1,488億円に
比べて8%増の1,601億円になりました。
　セグメント利益は、保険関連費用や販売費および一般管理費な
どのセグメント費用が増加したことに加え、持分法適用関連会社
であるマネックスグループ株式会社に対する投資について評価損
を計上したことにより、前期の238億円に比べて8%減の218億
円になりました。
　セグメント資産は、関連会社投資が減少したものの、営業貸付金
および投資有価証券が増加したため、前期末比5%増の1兆7,385

億円になりました。

保険契約件数の推移

セグメント別概況

リテール事業部門

終身医療保険部門 医療保険CURE［キュア］4年連続第1位
がん保険部門 がん保険Believe［ビリーブ］第2位
収入保険部門 家族をささえる保険Keep［キープ］第2位
定期保険部門 FineSave［ファインセーブ］第3位
『週刊ダイヤモンド』2011年4月30日・5月7日合併特大号　特集企画「安心の保険」
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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継続しています。特に死亡保
障ニーズが伸び悩むなか、第三分野と呼ばれる医療保険に対する顧
客ニーズは拡大しています。また、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、引き続き多様化が進ん
でいます。運用環境については、長期金利が低水準に推移しているこ
となどから、利回りの確保が難しい状況が続いています。
　銀行業界では、引き続き安全志向の個人マネーが投資より貯蓄に
向かっており、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。ただし、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、停滞する不動産市場においても根強く、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
入により、貸金業者が激減するとともにビジネスモデルの転換が進
む一方、銀行での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

   生命保険事業における、特徴ある新商品の開発と 
販売チャネルの拡大

   銀行事業における、バランスを兼ね備えた 
ポートフォリオの構築

   オリックス・クレジットにおける、優良な既存顧客
との取引強化と新規保証取組の推進

事業戦略
　当事業部門では、ニッチマーケットにおける独自の専門性と業務
の効率性を高めつつ、新たな個人向け市場および法人融資分野を開
拓し、顧客満足度の高い商品を供給するというこれまでの方針を維
持します。
　オリックス生命保険は、主に個人顧客を対象とした保障性商品の
開発、販売に注力しており、保有契約件数は大幅に増加しています。
主力商品である ｢医療保険CURE（キュア）｣シリーズや「がん保険
Believe（ビリーブ）」、「インターネット申込専用の定期保険Bridge

（ブリッジ）」など、顧客ニーズに合わせた商品を開発し、引き続き商
品ラインナップの充実を図ります。また、昨年インターネットによる
保険申込サービスを開始し専用商品を発売するなど、今後は販売
チャネルの拡大によりさらなる業容拡大を目指す一方、業務の効率
化を進め、体質を強化していきます。
　オリックス銀行は、事業拡大に伴い、個人向けのインターネット取
引専用定期預金「e ダイレクト預金」と法人向け預金を中心に、順調
に預金残高を増加させています。2012年3月末時点の預金残高（譲
渡性預金を含む）は1兆円を超える水準となっています。融資事業に
おいては、引き続きグループの総合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、バランスの取
れた収益力の高いポートフォリオを構築し、他行との差別化を図っ
ていきます。
　カードローン事業は、オリックス銀行で2012年3月に開始したこ
とに加え、2012年6月にオリックス・クレジットを完全子会社化し、
オリックスグループ内での一体的な経営を行うことで、個人マーケッ
ト分野の事業強化の柱とする方針です。

2011年
 9月 5日 持病や入院・手術の経験がある方をささえる終身保険

RISE Support［ライズ・サポート］新発売
持病がある方や入院・手術経験がある方がご加入しや
すいよう、告知いただく項目を限定し、引受基準を緩
和した終身保険の販売を開始しました。

2012年
 2月22日 『オリックス銀行カードローン』の取り扱いを開始

2012年3月1日より、『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。『オリックス銀行カード
ローン』は、下限金利を業界最低水準である年3.0%、
上限金利を年17.8%、ご利用限度額を業界最高水準の
最大800万円に設定した、幅広いお客様に対応する商
品です。

 4月26日 （株）三井住友銀行（SMBC）によるオリックス・クレ
ジット株式の譲渡および（株）三井住友フィナンシャル
グループ（SMFG）と新たな提携契約を締結
SMBCが保有するオリックス・クレジットの全株式
を、オリックスへ譲渡し、オリックスの完全子会社と
することについて合意しました。併せて、新たに
SMFG、SMBC、オリックス、オリックス・クレジット
の4社間で提携契約を締結しました。これまでどおり
SMFGグループとオリックスグループとの緊密な関
係を維持し、業務提携を通じて、両グループの持続的
な企業価値の向上を図っていきます。

主なリリース
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セグメント業績の推移 億円

2010/3 2011/3 2012/3

セグメント収益 1,859 1,769 1,872

セグメント利益 371 456 498

セグメント資産 8,608 9,722 9,868

セグメント資産ROA （%）* 2.4 2.9 3.0

* {セグメント利益×（1－標準税率）} ／セグメント資産の平均残高

セグメントの事業概要
　当事業部門は、米州では、アセットマネジメント事業を核とした“金融+サービス”を拡大しており、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います。
　アジアでは、1971 年の香港進出以降、現在では26カ国・地域に290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、不良債権投資などを行っています。
　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。

セグメントの特徴 ～ローカルパートナーと確立した海外のネットワークとバランスの取れたポートフォリオ～

2012年3月期の業績
　セグメント収益は、アジアのファイナンスリース、自動車や航空
機のオペレーティングリースに加え、米州での有価証券売却益が
堅調に推移したことにより、前期の1,769億円に比べて6%増の
1,872億円になりました。
　セグメント費用は、支払利息が増加しましたが、販売費および一
般管理費が減少したことにより、前期に比べてほぼ横ばいでした。
　セグメント利益は、前期の456億円に比べて9%増の498億円
になりました。
　セグメント資産は、米州での地方債やローン債権の売却による
減少がありましたが、中国における水道施設運営会社や韓国にお
ける生命保険会社への新規投資、インドにおける自動車関連サー
ビス会社の連結子会社化などにより、前期末並みの9,868億円に
なりました。

26カ国・地域に290拠点

米州（23）

海外ネットワーク 海外セグメント資産
地域別内訳（億円）

アジア（217）中東・
北アフリカ
（22）

欧州（11）

大洋州（17）

米州
3,442

アジア・豪州
3,742

中華圏
1,499

中東・欧州
128

その他
1,058

（2012年3月末）

セグメント別概況

海外事業部門
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事業戦略の要約

    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

    アジアを中心にしたリース事業および新規投資の拡大
    船舶・航空機事業における良質な資産の積み上げ

事業戦略
　米州では、従来から行っている法人向けファイナンス、商業用不動産
ローン担保証券（CMBS）および地方債などへの有価証券投資事業を安
定的に維持していくとともに、M&Aアドバイザリー・企業価値評価、ロー
ン組成・サービシング、ならびにファンド運営などで蓄積された高い専
門性を生かしたフィービジネスを強化し、“金融＋サービス”を提供し
ています。
　Houlihan Lokeyは、M&A・財務アドバイザリー業務、財務オピニオ
ン作成業務、財務リストラクチャリング業務において、長年、米国内で
高い評価を受けています。RED Capital Groupは不動産事業者向け
ローンの組成とサービシング分野において、また、Mariner Investment 

Groupはアセットマネジメント業務において、バランスシートを使わ
ずに手数料収益を獲得する典型的なモデルを確立しており、今後はこ
れらのサービス事業のさらなる拡大を図ることで、収益性を高めてい
きます。また、中南米市場においては、1970年代から2000年にかけて
現地パートナーと事業展開した経験を生かして、再度参入し事業機会
を獲得する可能性について調査を行っています。
　アジア、大洋州、中東、欧州地域では、地域に根ざしたリース事業
や融資事業などの金融サービスを基盤として安定的な収益を確保
し、日本・海外で蓄積した専門性の高い付加価値サービスを広く提供
していくことで地域全体の成長を取り込んでいきます。
　さらに、新規事業の展開やM&A、欧州金融機関からの資産獲得な
どについてもチャンスを伺いながら多様な高収益が期待できる投融
資事業（金融関連、自動車、船舶、航空機など）の発掘に注力していき
ます。
　また、日本企業の海外進出、海外企業の日本進出といった双方向で
の支援提供や、国内不動産への海外投資家との共同投資など、グロー
バルなネットワークを生かしたビジネスを今後さらに推進していき
ます。

事業環境
　米国の景気は、政府の景気対策や欧州債務問題の一巡を背景に緩
やかながら回復しており、リスク選好的な動きも出てきています。し
かし、米国の金融市場では、企業部門、家計部門ともにレバレッジは
低下しており、この傾向はしばらく続くと見込まれています。
　アジア地域は、欧州危機による減速の影響はあるものの、ASEAN

地域を中心に安定成長を維持しており依然高い成長が見込まれます。
アジア各国では近年の高成長の結果として先進国からの製品・サー
ビスを購入する段階に達しており、さまざまなビジネスチャンスが
見込まれます。
　航空機市場は、リース市場を中心に競合が激しい状況が続いてお
り、航空機価格は依然高止まりしています。船舶業界は、いまだマー
ケットの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。国内、海外の金融機関ともに新規投資は様子見の状況です。

2011年
 5月13日 DIアジア産業ファンドの第一号投資

（株）ドリームインキュベータ（DI）と共同で運用するDI
アジア産業ファンド（ベトナムの未上場企業を対象と
した日系最大規模の投資ファンド）において、ベトナム
の有力乳飲料製造会社Dong Tam Nutrition Joint 
Stock Companyの株式約25％を取得しました。

 5月20日 水道施設運営会社の中国水務集団有限公司に出資
中国本土で上下水道ビジネスを展開する中国水務集団
有限公司から第三者割当増資により、発行済株式の約
14.5％を取得します。

 6月22日 韓国で日系最大の投資ファンドを設立
韓国の未来アセット生命保険に出資するために、韓国
で日系最大規模となる総額約3,000億ウォン（約222
億円）の私募投資ファンドを設立します。

 9月21日 インドの自動車関連サービス会社を子会社化
INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 
SERVICES LIMITEDおよびその関連会社が保有する
ORIX Auto Infrastructure Services Limitedの株式約
70%を譲り受ける契約を締結し、連結子会社化しまし
た。引き続き、インドでの自動車関連事業を強化して
いきます。

2012年
 2月 6日 DIアジア産業ファンドの第二号投資

ベトナムの大手医療機器販売会社Japan Vietnam 
Medical Instrument Joint Stock Companyの株式約
31.1％を取得します。

 4月 5日 中国最大手の自動車販売会社と自動車リース合弁会社
を設立
中国最大手の自動車販売会社である 大汽貿集団股份
有限公司と合弁で自動車リース会社を設立し、新車販
売台数世界NO.1の中国市場で自動車メンテナンス付
きリース事業を展開していきます。

主なリリース
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