
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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