
コーポレート・ガバナンス
マネジメントチーム

小島 一雄
取締役 兼 専務執行役
国内営業統括本部長
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

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

馬着 民雄
取締役 兼 専務執行役・グループCIO
人事・総務本部長

宮内 義彦
取締役 兼 代表執行役会長・グループCEO

井上 亮
取締役 兼 代表執行役社長・グループCOO

浦田 晴之
取締役 兼 代表執行役副社長・グループCFO
経営企画部管掌
グループ広報部管掌

西名 弘明
取締役 兼 執行役副会長
グループ法人営業総括
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

ロバート・フェルドマン
社外取締役

新浪 剛史
社外取締役

薄井 信明
社外取締役

竹内 弘高
社外取締役

佐々木 毅
社外取締役

辻山 栄子
社外取締役

取締役
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企業理念
オリックスは、たえず市場の要請を先取りし、先進的・国際的な金融サービス事業を通じて、  

新しい価値と環境の創造を目指し、社会に貢献してまいります。

経営方針
● オリックスは、お客様の多様な要請に対し、たえず質の高いサービスを提供し、強い信頼関係の確立を目指します。
● オリックスは、連結経営により、すべての経営資源を結集し、経営基盤の強化と持続的な成長を目指します。
●   オリックスは、人材の育成と役職員の自己研鑽による資質の向上を通じ、働く喜びと誇りを共感できる風土の醸成を 

目指します。
● オリックスは、この経営方針の実践を通じて、中長期的な株主価値の増大を目指します。

利益配分等に関する方針
●   オリックスは、事業活動で得られた利益を主に内部留保として確保することにより、事業基盤の強化や成長のための 

投資に活用し、財務の健全性を維持しつつ持続的な成長を果たすことが株主価値の増大につながると考えています。
●   配当については、中長期的な利益成長による株主価値の増大および安定的かつ継続的な利益還元により株主の皆様の 

ご期待に応えてまいりたいと考えています。

1宮内 義彦
2井上 亮
3馬着 民雄
4小島 一雄
5佐々木 毅
6竹内 弘高
7薄井 信明

8浦田 晴之
9ロバート・フェルドマン
J西名 弘明
K山谷 佳之
L辻山 栄子
M新浪 剛史

2

3
4

5 6

MLK
J97 8

1
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社外取締役のご紹介

竹内 弘高
担当：指名委員、報酬委員
ハーバード大学経営大学院教授

　竹内弘高氏は、カリフォルニア大学経営大学院（バークレー校）、ハーバード

大学経営大学院、一橋大学商学部で教鞭をとり、1998年4月には一橋大学大学

院国際企業戦略研究科長に就任しました。現在は、2010年7月からハーバード

大学経営大学院教授を務めています。

　企業戦略などに関する深い知見を生かし、取締役会および各委員会の審議に

おいて全社的な戦略の観点から発言するなど、当社の経営の監督に貢献してい

ます。

　竹内氏は、2000年6月から2003年6月まで社外監査役を務め、2004年6月

に社外取締役に就任しました。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届け出ています。

辻山 栄子
担当：監査委員（議長）、報酬委員
早稲田大学商学部教授
早稲田大学大学院商学研究科長・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

　辻山栄子氏は、茨城大学人文学部助教授、武蔵大学経済学部助教授、武蔵大学

経済学部教授などを経て、1996年4月武蔵大学経済学部長に就任しました。現

在は、早稲田大学商学部・大学院商学研究科教授を務めており、2010年9月か

らは同大学院商学研究科長に就任しています。また、数多くの財務会計に関す

る国内外の政府、機関の審議委員を兼任しています。

　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、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。

　辻山氏は、2010年6月に社外取締役に就任しました。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届け出てい

ます。

佐々木 毅
担当：指名委員（議長）、監査委員、報酬委員
学習院大学法学部政治学科教授
東日本旅客鉄道（株）　社外取締役

　佐々木毅氏は、東京大学法学部助教授、同大学法学部教授、同大学大学院法学

政治学研究科教授を経て、2001年4月に同大学総長に就任しました。また、国

立大学協会会長として、国立大学の「法人化」に責任者として携わり、現在は、

2005年4月から学習院大学法学部政治学科教授を務めています。

　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。

　佐々木氏は、2006年6月に社外取締役に就任しました。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届け出て

います。

コーポレート・ガバナンス
マネジメントチーム
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ロバート・フェルドマン
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  経済調査部長

　ロバート・フェルドマン氏は、国際通貨基金エコノミスト、ソロモン・ブラ

ザーズ・アジア証券会社（現シティグループ証券（株））主席エコノミスト、モル

ガン・スタンレー証券会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券（株））のマネー

ジング・ディレクター 株式調査部長 チーフ・エコノミストなどを歴任し、現在

は、2007年12月から同社マネージング・ディレクター 経済調査部長を務めて

います。

　これまでのエコノミストとしての豊富な経験と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に基づく、グローバルな視点から、取締役会およ

び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。

　フェルドマン氏は、2010年6月に社外取締役に就任しました。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届

け出ています。

薄井 信明
担当：指名委員、監査委員
コナミ（株） 社外監査役

　薄井信明氏は、大蔵省（現財務省）において、主税局長、国税庁長官、大蔵事務

次官を歴任し、その後、国民生活金融公庫総裁、（株）日本総合研究所理事長の要

職を務めました。

　薄井氏は、2012年6月に社外取締役に就任しました。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て、当社の経営の監督に貢献

することを期待しています。

　薄井氏は、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届け出ています。

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

　新浪剛史氏は、三菱商事（株）に勤務し、同社コンシューマー事業本部ローソ

ン事業ユニットマネージャー兼外食事業ユニットマネージャーを務め、2002

年5月に（株）ローソン代表取締役社長執行役員に就任、2005年から同社代表

取締役社長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。

　新浪氏は、2010年6月に社外取締役に就任しました。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届け出てい

ます。
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執行役

グループ執行役員

専務執行役
縣 信太郎
財務本部長

執行役
錦織 雄一
事業投資本部長

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 
伊地田 英夫
グローバル統轄本部長

執行役
西谷 秀人
ORIX USA Corporation 副社長

執行役
井尻 康之
国内営業統括本部 東京営業担当
エヌエスリース（株） 取締役社長

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

グループ常務執行役員
松本 哲男
オリックス不動産（株） 
執行役員副会長 

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
藤澤 好孝
オリックス・システム（株）
取締役社長

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

グループ執行役員
大藤 俊行
オリックス生命保険（株）
代表取締役社長

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

常務執行役
門脇 克俊
国内営業統括本部副本部長 
兼 地域営業担当

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

コーポレート・ガバナンス
マネジメントチーム
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コーポレート・ガバナンスの状況

オリックスのコーポレート・ガバナンス体制の特徴
（1）委員会設置会社制度を採用（執行と監督の分離）
（2）指名・監査・報酬の三委員会をすべて社外取締役で構成
（3） すべての社外取締役が「独立性を有する取締役の要件」を充足
（4） すべての社外取締役が各分野において高い専門性を有している

　オリックスは、事業内容を事業環境の変化に迅速に対応さ
せるためには、業務執行の機動性が極めて重要であると考え
ています。また、それぞれの専門分野における知見を有した
社外取締役が、独立した立場から、適宜当社の業務執行の適
法性および妥当性について監督を行うことのできるガバナン
ス体制は、経営の透明性の向上につながると考えています。
　オリックスは右記の「体制強化の歩み」のとおり、経営と業
務執行の監督機能強化および経営の意思決定と業務執行の迅
速化を図るため、2003年6月に委員会等設置会社制度を導入
し、会社法の施行に合わせ、2006年5月より委員会設置会社
へ移行しました。さらに、取締役会の内部機関である指名・監
査・報酬の三委員会のすべてを社外取締役のみで構成するこ
とで、取締役会による監督機能を完全に業務執行と切り離

し、株主との利益相反を回避する体制を構築しています。ま
た、これら社外取締役のすべてが指名委員会において定めた
客観的かつ具体的な「独立性を有する取締役の要件」（p.50

をご覧ください）を満たしています。

体制強化の歩み

1997年6月 諮問委員会を設置
1998年6月 執行役員制度の導入
1999年6月 社外取締役制度の導入
2003年6月 委員会等設置会社へ移行
2006年5月 会社法施行に伴い委員会設置会社へ移行
2007年6月  指名・監査・報酬の三委員会をすべて社外取締役

で構成

オリックスは、経営の基本方針に沿った事業活動を適切に実行し、経営の公正性を確保するため、コーポレート・ガバナンス体

制の強化を経営の重要事項の一つと考え、健全かつ透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。

コーポレート・ガバナンス体制図

取締役会

株主総会

取締役会

社外取締役 6名

会計監査人

監査委員会
事務局

社内取締役 7名

指名委員会 5名（社外取締役：5名）

監査委員会 3名（社外取締役：3名）

報酬委員会 5名（社外取締役：5名）

CEO、COO、CFO

執行機関

ディスクロージャー・
コミッティ

投・融資等委員会
グループ執行役員会
月例戦略会議
経営情報化委員会執行役 16名 *

グループ執行役員 5名
（*CEO、COO、CFOを除く）

内部統制関連部門 営業関連部門

リ
ス
ク
管
理
本
部

グ
ル
ー
プ
法
務
・

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部

そ
の
他
内
部
統
制
関
連
部
門

営
業
部
門

営
業
支
援
部
門

グ
ル
ー
プ
会
社

グ
ル
ー
プ
監
査
部

開示統制

報告・監督 会計監査

報告
監督

報告

報告

指示・要請

指示・要請

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

報告

指示

（2012年7月1日現在）
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取締役会
　取締役会は、業務執行の決定のうち、法令、定款の定めると
ころにより執行役に委任することができない事項および取締
役会規則に定める重要な事項にかかる業務執行の決定を行い
ます。主として、資本政策、資金政策、人事戦略の基本方針を
含む経営計画について承認し、それらについて定期的に
チェックする機能を果たしています。これら取締役会が決定
する事項を除き、取締役会は業務執行の決定を代表執行役に
委任しています。また、取締役会は執行役および各委員会か
らその職務の執行状況について報告を受けます。

　2012年3月期における取締役会は合計8回開催されました。
これらの取締役会における取締役の出席率は99％でした。

指名委員会

　指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任および解
任に関する議案の内容を決定します。取締役の選任および解
任は、株主総会決議によって行われます。また、会社法に基づ
く権限ではありませんが、指名委員会は執行役の選任および
解任についても審議するものとしています。
　オリックスは指名委員会において、取締役の選任基準のも
とに、以下の「独立性を有する取締役の要件」を定めています。

　2012年3月期における指名委員会は合計5回開催され、指
名委員会における取締役の出席率は100%でした。
構成メンバー（社外取締役：5名）
佐々木 毅（議長）
竹内 弘高
ロバート・フェルドマン
新浪 剛史
薄井 信明

独立性を有する取締役の要件

•   本人または親族 *が、当社または当社の子会社から、取締
役としての報酬以外に高額（年間10百万円以上）の報酬
（ただし、親族 *については使用人としての報酬を除く）を
現に受け取っていないこと。

•   本人またはその親族 *が、当社の大株主（発行済株式総数
の10%以上を保有する株主）、またはその利益を代表する
者ではないこと。

•   本人が、当社または当社の子会社の執行役等（業務執行取
締役を含む。以下同じ）または使用人でないこと。また、そ
の親族 *が、当社または当社の子会社の執行役等でないこ
と。過去にこれらの者であった場合には、退任または退職
から５年以上経過していること。

•   本人が、当社または当社の子会社の、主要な取引先 **また
は主要な取引先の執行役等もしくは使用人でないこと。
過去にこれらの者であった場合には、退任または退職か

ら5年以上経過していること。
•   本人が執行役等として所属する会社と当社との間で、取
締役の相互兼任 ***がないこと。

•   本人が、当社または当社の子会社から高額（過去3年間の
平均で年間10百万円以上）の寄付または助成を受けている
組織の理事等（業務執行に当たる者に限る）ではないこと。

•   その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益
相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼす
おそれのあるような利害関係がないこと。

*   「親族」とは、配偶者、二親等以内の血族・姻族、またはそれ以外の親族で当該取締役と
同居している者をいう。

**  「主要な取引先」とは、過去3年間の各事業年度において、その者とオリックスグルー
プとの取引額が、オリックスグループまたはその者のいずれかの連結営業収益の2%
または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きいほうの金額を超える者をいう。

***  「取締役の相互兼任」とは、本人が執行役等として所属する会社において、当社または
当社の子会社の執行役等が当該会社の取締役となり、本人が当社の取締役となる場合
を指す。

コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスの状況
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監査委員会

　監査委員会は、取締役および執行役の職務の執行を監査
し、監査報告を作成します。また、株主総会に提出する会計監
査人の選任および解任ならびに再任しないことに関する議案
の内容を決定します。監査委員会の職務の執行を補助するた
め監査委員会事務局（計4名）を置いています。

　2012年3月期における監査委員会は合計8回開催され、監
査委員会における取締役の出席率は96%でした。
構成メンバー（社外取締役：3名）
辻山 栄子 *（議長）
佐々木 毅
薄井 信明

*   辻山栄子氏は、公認会計士の資格を有し、会計学の専門家として財務および会計に関する
相当程度の知見を有する者です。

監査の相互連携および内部統制部門との関係

　監査委員会においては、以下の5つの観点で監査委員会に
内部統制部門および営業関連部門の責任者を招聘し、社外
取締役という独立性が強い立場から、執行役の業務執行や
会社の内部統制について評価を行っています。
•   内部監査を管掌する執行役から、監査の結果やその指摘
事項の改善状況等の報告を受け、業務執行上の問題点の
確認を行います。必要に応じて監査委員会事務局や内部
監査部門等へ調査を指示できる体制を整えています。

•   経理部門を管掌する執行役から、部門ごとの収益構造や

会計の観点から見た事業の問題点の報告を受け経営状況
を確認します。

•   会計監査人から監査上の重要事項がないか報告を受け議
論します。

•   代表執行役から会社の方向性や重要なビジネスの執行状
況の報告を受け議論します。 

•   業務執行の根底にあるリスクコントロールについて各部
門の本部長やグループ会社の社長から特にリスク制御を
中心に説明を受け議論します。

報酬委員会

　報酬委員会は、取締役および執行役の個人別の報酬等の内
容にかかる決定に関する方針、およびそれらの個人別の報酬
等の内容を決定します。
　当社は報酬委員会において、次の「取締役および執行役の
報酬の決定に関する方針」を定めています。

　2012年3月期における報酬委員会は合計6回開催され、報
酬委員会における取締役の出席率は97%でした。
構成メンバー（社外取締役：5名）
ロバート・フェルドマン（議長）
竹内 弘高
佐々木 毅
辻山 栄子
新浪 剛史
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役員報酬の内容　（2012年3月期）

区分
固定報酬 業績連動型報酬 株式報酬

支給額合計
（百万円）支給人員

（名）
支給額
（百万円）

支給人員
（名）

支給額
（百万円）

支給人員
（名）

支給額
（百万円）

取締役 6 66 ― ― 1 7 74

（　）は社外取締役  (6)  (66)  (1) (7) (74)

執行役 22 740 22 149 2 40 930

グループ執行役員 7 147 7 30 0 0 177

注： 1.   2012年3月期中新任執行役4名、退任執行役3名および新任グループ執行役員1名、退任グループ執行役員1名の異動があり、2012年3月期末現在の取締役の人数は13名（社外
取締役6名）、執行役の人数は19名（取締役と執行役の兼務者を含む）、グループ執行役員の人数は5名です。上記人員、支給額には、当期中に退任した執行役3名およびグループ
執行役員1名が含まれています。

 2. 当社は、執行役を兼務する取締役に対しては取締役としての報酬は支給していないため、取締役と執行役の兼務者7名の報酬等は、執行役の欄に総額を記載しています。
 3.  上記の株式報酬は、2012年3月期中および2012年6月25日定時株主総会をもって退任した取締役1名および執行役2名に対する金額です。
 4.   2012年3月期中にはストックオプションとしての新株予約権の付与はありません。
 5.   金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しています。

取締役および執行役の報酬の決定に関する方針

　オリックスは、中長期的な株主価値の増大を経営目標と
しています。また、取締役および執行役の一人ひとりが確実
に職務を執行するとともに、オリックス全体の継続的な成
長を図っていくために、チームプレーが重要であると考え
ています。
　報酬委員会は、この経営目標を達成するために、取締役お
よび執行役は当期の業績のみならず、中長期的な成果をも重
視すべきであると考えています。従って、取締役および執行
役の報酬体系ならびに報酬水準を決定するに当たって、これ
らのことを勘案し、報酬がインセンティブとして有効に機能
することを基本方針としています。
　その基本方針を踏まえた上で、取締役と執行役の役割に
応じてそれぞれに以下の報酬方針を設定しています。

＜取締役に対する報酬方針＞
　取締役（執行役を兼務しない者）の報酬については、取締
役の主な職務である執行役等の職務執行の監督および監視
機能を維持するために有効な構成として、固定報酬および
株式報酬 *とします。
　固定報酬は、原則一定額とし、各委員会の議長および委員
には職務に対する報酬を加算します。
　中長期的な成果を反映する報酬としての株式報酬は、在
任期間中に一定のポイントを付与し、退任時の株価によっ

て支給額が決定されます。
　また、取締役の報酬は、第三者の報酬調査機関からの調査
結果をもとに、取締役の果たすべき役割に応じた、競争力の
ある報酬水準を維持しています。

＜執行役に対する報酬方針＞
　執行役（取締役を兼務する者を含む）の報酬については、
執行役の主な職務である業務執行機能を維持し、業績に対
する連動性を持たせた構成として、固定報酬、業績連動型報
酬および株式報酬 *とします。
　固定報酬は、役位別の一定額を基準として、役割に応じて
決定します。
　当期の業績に連動する業績連動型報酬は、連結当期純利
益の目標達成度を業績指標とし、役位別の基準額に対し0％
から200％の範囲で変動します。
　中長期的な成果を反映する報酬としての株式報酬は、在
任期間中に役位別に一定のポイントを付与し、退任時の株
価によって支給額が決定されます。
　また、執行役の報酬は、第三者の報酬調査機関からの調査
結果をもとに、執行役に対して有効なインセンティブとし
て機能するよう、競争力のある報酬水準を維持しています。

*   株式報酬とは、当社所定の基準によるポイントを付与し、退任時に累積ポイントにその
時点の株価を乗じた金額を支給するものです。この制度では、源泉税控除後の支給金額
で当社から自己株式を退任時株価で購入する義務を付しています。

コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスの状況
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執行機関
　代表執行役は、各種社内規則の定めるところにより重要な
業務執行の決定を、投・融資等委員会の審議を経て行います。
執行役は取締役会の決定、代表執行役による業務執行の決定
および各種社内規則に従って業務を執行します。

　なお、グループ執行役員は、取締役会の決議により、グルー
プ会社の取締役または執行役員のなかから選任されます。
　業務執行に関する重要な意思決定、モニタリングおよび議
論、情報共有は、以下の機関において行われています。

ニューヨーク証券取引所（NYSE）のコーポレート・ガバナンス基準との主な相違点について

　オリックスは1998年からNYSEに上場しているため、原則と
してNYSEのコーポレート・ガバナンス基準である303Aに準拠
することが義務付けられていますが、「外国企業」として適用除外
となる条項があります。したがって、オリックスのコーポレート・
ガバナンスの状況は、米国上場企業が適用を義務付けられたもの
とは異なる点があります。主な相違点は次のとおりです。

•   オリックスは、個々の取締役や指名、監査、報酬の各委員会に対
するNYSEの独立性についての要件の適用は義務付けられてい
ません。なお、オリックスでは指名委員会が「独立性を有する取
締役の要件」を独自に定めています。

•  オリックスは、取締役会の過半数が社外取締役であることや、各
委員会を社外取締役のみで構成することは義務付けられていま
せん。なお、オリックスでは、13名の取締役のうち6名が社外取
締役です。また、三委員会の委員は全て社外取締役で構成されて
います。

機関名（開催頻度／原則） 構成メンバー
投・融資等委員会 （月3回）
•   主として一定金額以上の投融資案件や経営に関わる重要事項、取締役会から執
行役に委任された事項等を審議、決裁する。

•   決裁された案件・事項の内容、重要性等を考慮し、必要に応じて取締役会に報告
する。

トップマネジメントおよび投融資担当の執行役

グループ執行役員会 （月1回）
•   オリックスグループ全体の業務執行に関わる重要な情報を共有する。 執行役およびグループ執行役員
月例戦略会議 （月1回）
•   各部門の戦略の達成状況や事業環境の変化等を議論する。
•   議論された重要性の高いものについては、投・融資等委員会で審議、決裁され、
必要に応じて取締役会に報告する。

トップマネジメントおよび各部門の責任者

経営情報化委員会 （月1回）
•   経営における情報化の基本方針や情報システムに関する重要事項を審議、決裁
する。

•   システム投資の必要性や優先順位等をトップマネジメントレベルで判断するこ
とで、事業戦略との整合性を確保し、事業の成長やリスクの低減に寄与するシス
テム投資の実現に努める。

トップマネジメントおよび情報システム担当の執行役

ディスクロージャー・コミッティ（適宣）
•   各部門の責任者から報告される重要情報について、適時開示の要否その他適時
適切な情報開示を実現し、確保するために必要な対応を行う。

•   コーポレート・ガバナンスにおいて重要な役割を占める開示統制を司り、ス
テークホルダーへの適時適切な情報開示体制の中心的な役割を担う。

CFO（委員長）および財務本部、経理本部、リスク管理本
部、グループ法務・コンプライアンス部、人事・総務本部、
経営企画部、グループ広報部を管掌する各執行役
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た経営を行うことで、新しいものの考え方をどんどん取り入
れていく組織だと思います。これらすべてがオリックスの
DNAとなって社員に共有されているのでしょう。取締役会
を見ていると、そのDNAが次々と伝承されていることがよ
くわかります。

コーポレート・ガバナンスのあり方が、オリックスにとって
さまざまな面でプラスに働いていると思います。
　取締役会以外の場でも、例えば会議が終わった後の昼食の
時間などにも、執行役と社外取締役が食事をしながらディス
カッションをしています。さまざまな機会を捉えてクリエイ
ティブにやっていきたいというのが、組織全体に流れている
なと感じます。

生かしてダイナミックに踏み出せるチャンスがあると思いま
す。これからは従来の金融業というイメージを大きく脱却し
て、他社にはできない分野や取組によって、ソリューション
プロバイダーとしての役割を発揮していくことが期待されま
す。
　現状に固執せず、素早く行動できるのは、オリックスの企業
文化があるからこそです。どのチャンスを掴むべきか、とい
う選択においても、経営の意思決定における仕組みがしっか
りしているので、スピーディーな決断ができると思います。

　役員が皆明るく、自由に物事を考え、コミュニケーション
を積極的に取っている企業だと感じています。また、いわゆ
る「金融業」というより、もっとお客様に近い目線で、どんな
状況でもポジティブに新しい何かを創りあげていく、クリエ
イティブな力の強さが印象的です。そして、多様性を重んじ

　良い点としては、単に社外取締役の人数が多いということ
ではなく、ポートフォリオの多様性です。さまざまな分野や
経歴を持った社外取締役が揃っているため、取締役会におい
て物事を多面的に検討することができます。意見を言われる
執行役にとってみれば、時間もかかるし面倒に感じること
が、時にはあるかも知れません。しかし、一つひとつの案件を
議論する際の深みや広がりが、他社にはないオリックスの
コーポレート・ガバナンスの強みではないでしょうか。この

　取締役会に臨むに当たっては、経営者としての立場から細
かいことよりも大きな視点で意見を述べるようにしていま
す。特に、企業価値の観点から継続的な成長ができる経営内
容になっているかを常にチェックしています。例えば事業を
見るに当たっては、この案件がオリックスの戦略として外れ
ていないだろうか、企業価値を生み出す差別化はどこにある
のか、それは中長期的に価値を向上させるかどうか、といっ
た観点で発言をしています。
　現在、国内だけでなく海外においても、これまでの経験を

　それぞれの分野で深い見識と豊かな経験を持つ社外取締役3名から、オリックスのコーポレート・ガバナンスに
ついてメッセージをいただきました。

オリックスのコーポレート・ガバナンスについて

取締役会や各委員会に関わる上での観点、これからの期待

オリックスという企業に対する印象・考え

コーポレート・ガバナンス
社外取締役からのメッセージ

新浪剛史
（株）ローソン代表取締役社長
CEO。企業経営者としての幅広い
経験と知見を有する。
2010年から当社社外取締役。
指名委員、報酬委員。
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ピード感をもって決断してきた企業だと思います。
　その一方で、スピード感だけでなく、じっくり考えて「やる
べき理由」と「やらない理由」とをはかりに掛けて動くとい
う面もあります。概して、組織というものは長年経つと「や
らない理由」が増えてきますが、それを議論しているだけで
は当然ビジネスは成り立ちません。オリックスは、そのバラ
ンスが取れている企業であると感じています。

　取締役会に入ってみて、非常に柔軟性が高い企業だと感じ
ました。私が社外取締役に加わったのは、世界金融危機が起
こった直後の2010年で、世界経済、特に金融業界は混乱の只
中にありました。そうした時期には、世界のトレンドを見極
め、それに合わせて資本をうまく配分していく柔軟性と判断
力が不可欠です。オリックスは、株主の利益を常に考え、金融
のビジネスをベースにしながら付加価値を生み出すにはどう
すればよいか、会社としてどこに資本を配分すべきかを、ス

オリックスという企業に対する印象・考え 

ロバート・ 
フェルドマン
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 

経済調査部長。エコノミストとし
て企業経営を取り巻く国内外の環
境、事象について深い知見を持つ。
2010年から当社社外取締役。
報酬委員会議長、指名委員。

しい」と言われました。取締役会では、いろいろな立場の方が
集まってそれぞれの観点から率直に意見をぶつけ合う活発な
雰囲気のなかで、新しいアイデアが生まれています。また、さ
まざまな情報が混じり合うことで企業の風通しが良くなり、
チェックという意味でも良い効果を生んでいると思います。

　オリックスのコーポレート・ガバナンスは「制度」というよ
りも、企業の雰囲気、取締役のメンバー、情報共有などにより
「チェック・アンド・バランス」がしっかりと働く「システム」
としてうまくいっていると思います。私が社外取締役に就任
を依頼された際にも「“うるさいこと”を言う存在になってほ

オリックスのコーポレート・ガバナンスについて

知識、専門性を積み重ねており、こうした課題に対してさま
ざまな貢献を行っていけると思います。私はエコノミストと
して、企業の見方とは異なるアイデアや観点に接しています
ので、そのような観点から発言していくことが、オリックス
の成長に最も貢献できる点であると思っています。

　私は「投資家」と「経済学」、この2つの世界に携わってい
ますので、ここで今何が起きていて、オリックスに当てはめ
るとどう考えるべきかという観点で発言しています。世界を
見渡すと重要かつ複雑な課題が数多く存在しており、経済学
の世界では、エネルギー不足なども大きな課題の一つです。
　オリックスはこれまでの事業展開を通じて金融や不動産の

取締役会や各委員会に関わる上での観点、これからの期待
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「金融を中心としたサービスを提供する企業」なのです。
　金融は、社会の“潤滑油”と言われます。オリックスはそ
の“潤滑油”としての機能をしっかり果たしていると思いま
すが、それにとどまらず、投資し、価値を増やして育ててい
く。あるいは、機会があれば次へ手渡す、そしてさらに価値を
付加できる次の事業に投資する――このように、社会のどこ
に“潤滑油”が足りないかを常に見ているのがオリックスで
す。オリックスの経営理念には、そのことがよく表現されて
いると思います。

そういう意識で取り組むことが大切だと考えています。
　今後、オリックスは海外展開をさらに拡大し、グローバル
な事業運営をしていくことが期待されています。その際の課
題としては、海外でのガバナンスやコンプライアンスのリス
クの高まりに注意しなければなりません。やはり風土が違い
ますから、日本と同じ対応ではうまくいきません。これは、グ
ローバルに事業を展開する企業にとって共通の課題だと思い
ます。

　オリックスはビジネスを通じて「たえず市場の要請を先取
りし」「新しい価値と環境の創造を目指し、社会に貢献する」
という経営理念を掲げていますが、取締役会に出席するよう
になってから、この経営理念の一語一語が、オリックスの活
動にとって重要な意味を持つことがわかってきました。
　したがって、世の中がオリックスを「金融業」と見ている
としたら、誤解があると思います。ビジネスの範囲は多様で、
リースからスタートして事業分野を拡大しており、いわゆる
金融業とは異なるビジネスモデルを築いています。まさに、

　監査委員会議長がメインの仕事ですので、一つには、会計財
務に関する自分の専門性を生かし、決算や会計監査の面で貢
献しようと心がけています。オリックスの監査委員会は社外
取締役だけで構成されていますが、グループ監査部やグルー
プ法務・コンプライアンス部と密にコミュニケーションを取
ることで日々の執行側の活動も監視し、監査委員会の議長と
して取締役会に貢献するようにしています。また、社外取締役
は株主の代表であるという点も意識しています。株主は取締
役会に出席できませんから、我々が株主に代わって発言する、

オリックスという企業に対する印象・考え

取締役会や各委員会に関わる上での観点、これからの期待

しています。社外取締役に就く前は、委員会設置会社といっ
ても形式的なのではという不安がありましたが、この点は大
変意外でした。オリックスは委員会設置会社制度の成功例だ
といえると思います。

　オリックスの取締役会は、決して形式にとらわれることな
く「ゼロから議論して構いません」というスタンスを取って
います。取締役会は、最後のチェック機能というより、社外取
締役の意見を虚心坦懐に聞き、ビジネスモデルについても議
論し合う場と位置づけられており、社外取締役も活発に発言

オリックスのコーポレート・ガバナンスについて

辻山栄子
早稲田大学商学部教授、早稲田大
学大学院商学研究科長・教授。 

会計の専門家としての豊富な経験
と知識を有する。
2010年から当社社外取締役。
監査委員会議長、報酬委員。

コーポレート・ガバナンス
社外取締役からのメッセージ
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