
成長にこだわりながらも、
堅実性と慎重さも
ビルトインされている企業

佐々木 毅 2006年から当社社外取締役
担当：指名委員（議長）、監査委員、報酬委員

非常に成長性が高い企業であると同時に、堅実性と
慎重さもしっかりビルトインされている企業だと感じて
います。成長にこだわり、常に新しい伸び代を追求する
姿勢が、スピリットとして根付いています。しかし、ただ
闇雲に何か新しいことをするのではなく、専門性と
経験に裏付けられた、熟慮に基づいた決定をする企業
だと実感しています。リーマン・ショックをはじめ、これ
までの金融の世界の大波の度に、どうしてこうなった
のだろう、何か学ぶべきことはないのか、といった
議論を繰り返し重ねることで、オリックスは鍛え上げ
られてきたのだと感じます。

私が社外取締役として7年間見てきた中でも、着実に
目に見える形で充実してきていると思います。オリッ
クスの事業領域は、事業内容、地域という点で非常に
広く質的に異なるため、それらにガバナンスを効かせて
いくために、並々ならぬ努力が積み重ねられてきたと

感じています。今後は海外でのガバナンス強化が課題
だと考えています。現地法人は、国の風土も違いそれぞれ
に歴史があるなかで、一律にいかない面もありますが、
特にコンプライアンスについては、組織的にも踏み
込んでさらなる改善を図るようにと監査委員会で申し
上げています。

私の専門分野は政治ですので、事業環境を取り巻く全体感
を俯瞰する視点や、各国の政治情勢といった視点から
発言しています。マーケットの視点に政治の視点をすり
合わせることで、オリックスが事業戦略や目指す方向性を
明確化する際に少しでもお手伝いできればと思っています。
現在、取締役会や社内で「オリックスとは何者か」という
議論がされています。このアイデンティティを問い続けて
いく姿勢を私は高く評価していますし、オリックスはそれ
を問い続けていくべきだと思います。経営陣がこの問いを
続けていくことで、社員にいい刺激を与えて欲しい。それが、
組織の柔軟性や事業の活性化につながり、オリックスの
中長期的な成長にもつながると期待しています。

社外取締役からのメッセージ
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2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。

オリックスという企業に対する
印象・考え

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

コーポレート・ガバナンス
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社会の変化を敏感に
キャッチしていく感性と目利き力、
リスクテイクに対する
積極性と決断力がある企業

成長にこだわりながらも、
堅実性と慎重さも
ビルトインされている企業

薄井 信明 2012年から当社社外取締役
担当：指名委員、監査委員

ニューヨーク証券取引所に上場し委員会設置会社でも
ある当社の社外取締役に就任するにあたり、米国流の
ガバナンスやリスク管理が日本企業になじむのか、形
式的な対応にならないのかという点に関心を持ちまし
た。オリックスは事業が多様化し拡大し続けているの
で今も進化の途上なのでしょうが、社内で根気よくガ
バナンス等の問題点を洗い出して改善に努めており、
その水準は高いと感じています。また、取締役会では、
社外取締役と執行役が、毎回、緊張感を持って時間を
かけた議論を行っており、株主の視点からの経営者に
対するチェックは有効に機能していると思います。

社会の変化を敏感にキャッチする感性、新たな投資につ
いての目利き力、リスクテイクに対する積極性とスピー
ディーな決断力のある企業だと感じています。このこと
は、今回のロベコ社買収を決断するまでの一連の動きか
らも実感できました。それに、現場の方と接していて、

この特性はトップの経営陣にだけでなくオリックスの企
業風土の中にあるという印象を受けました。また、現在
のオリックスは事業分野が実に幅広いのですが、各事業
がバラバラにならず相互に連携し合うことによってむし
ろプラス効果を生み出しています。それを可能にしてい
るのは、新たな事業展開先を得意分野の隣接領域に求め
てきたユニークなビジネスモデルにあると思われます。

50年近くかけて作り上げてきたオリックスならではの
ビジネスモデルを進化させることが大事です。ただ、
世の中は大きく変わるものであり、各セグメントがそ
れぞれこれまでの延長線上で努力していくだけでは限
界があり、どこかで壁にぶつかってしまいます。それ
をブレークスルーするのは、ロベコ社買収のような個
別の経営決断の着実な積み重ねであるような気がしま
す。今までの人事・組織運営の考え方では対応しきれ
ないほどの強烈なインパクトが社内全般に及ぶことで、
次の時代に合ったオリックスが作られ、さらなる企業
価値の向上、成長に繋がるのではないでしょうか。

オリックスの
コーポレート・ガバナンスについて

オリックスという企業に対する
印象・考え

オリックスの企業価値向上に向けて、
これからの期待
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オリックスのコーポレート・ガバナンスのポイント

コーポレート・ガバナンス体制図　（2013年7月1日現在）

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。

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、
適宜オリックスの業務執行の適法性および妥当性につ
いての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
クスでは右記の「体制強化の歩み」のとおり、積極的に
ガバナンス体制を強化しています。

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

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

社外取締役6名
取締役会

社内取締役7名 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

ディスクロージャー・
コミッティ

CEO、COO、CFO

取締役会 執行機関

指名委員会5名（社外取締役：5名）

監査委員会4名（社外取締役：4名）

報酬委員会5名（社外取締役：5名）

報告・監督

開示統制

執行役19名* 
グループ執行役員3名

＊CEO、COO、CFOを除く
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指示

報告

監督

報告
指示・要請

会計監査
会計監査人

株主総会

コーポレート・ガバナンスの状況

報告
指示・要請

コーポレート・ガバナンス
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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。取締役会
が決定するこれらの事項を除き、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。
2013年3月期に取締役会は合計９回開催され、取締役の出席率は96％でした。

 指名委員会 （社外取締役：5名）
氏　名

  ● 佐々木 毅（議長）
  ● ロバート・フェルドマン
  ● 新浪 剛史
  ● 薄井 信明
  ● 安田 隆二

 報酬委員会 （社外取締役：5名）
氏　名

  ● ロバート・フェルドマン（議長）
  ● 佐々木 毅
  ● 辻山 栄子
  ● 新浪 剛史
  ● 安田 隆二

 監査委員会 （社外取締役：4名）
氏　名

  ● 辻山 栄子＊（議長）
  ● 佐々木 毅
  ● 薄井 信明
  ● 安田 隆二
＊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。

取締役会

各委員会の構成 （2013年7月1日現在）

● 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）。

● 指名委員会は、会社法に基づく権限ではありませんが、執行役の選任および解任についても審議します。
● 指名委員会は、取締役の選任基準のもとに「独立性を有する取締役の要件」を定めます。

指名委員会

●本人またはその親族が、
・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、親族は使用人
としての報酬を除く)を受け取っていない。

・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。

●本人が、当社または当社の子会社の執行役等または使用人
でない。また、親族が当社または当社の子会社の執行役等
でない。過去にこれらに該当した場合、退任または退職か
ら5年以上経過している。

●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。過去にこれら
に該当した場合、退任または退職から5年以上経過している。

●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。

独立性を有する取締役の要件
●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。

●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。

＊「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、その者と当社グ
ループとの取引額が、当社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。

　2013年3月期
　開催回数：6回　出席率：87％

　2013年3月期
　開催回数：6回　出席率：93％

　2013年3月期
　開催回数：9回　出席率：96％
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● 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。

● 報酬委員会は、「取締役および執行役の報酬の決定に関する方針」を定めます。

報酬委員会

● 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。
● 監査委員会は、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。

監査委員会

●内部監査を管掌する執行役
　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
　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。

監査委員会では以下の責任者を招聘し報告を受けています。そして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。

監査の相互連携および内部統制部門との関係

●会計監査人
　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
　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。 
●各部門の本部長やグループ会社の社長
　リスクコントロールについて説明を受け議論します。　

●取締役(執行役を兼務しない者)に対する報酬方針
●  取締役の報酬は、固定報酬および株式報酬とする。
● 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する。
● 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
よって支給額を決定する。

報酬委員会は、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、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。この基本方針を踏
まえ、取締役と執行役の役割に応じて報酬方針を定めています。

取締役および執行役の報酬の決定に関する方針

●執行役(取締役を兼務する者を含む)に対する報酬方針
● 執行役の報酬は、固定報酬、業績連動型報酬および株式

報酬とする。
● 固定報酬は、役位別の一定額を基準として、役割に応じ

て決定する。
● 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％の範囲で変動する。

● 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を決定する。

＊ 「株式報酬」とは、取締役および執行役の在任中に毎年ポイントを付与し、役員を退任する時に、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。付与されるポイントは報酬委員会で定められたガイドラインに沿って役位ごとに決定する。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る。

コーポレート・ガバナンス
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（注1） 2013年3月期中に新任執行役3名、退任執行役1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2名の異動があり、2013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21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4名です。上記支給人員、支給額に
は、2013年３月期中に退任した取締役1名、執行役1名およびグループ執行役員2名が含まれています。

（注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名の報酬は、執行役およびグループ執行
役員の欄に総額を記載しています。

（注3） 上記の株式報酬は、2013年3月期中および2013年6月25日開催の定時株主総会後までに退任した取締役1名、執行役およびグループ執行役員4名に対する
金額です。

（注4） 2013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。
（注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。

区分
固定報酬 業績連動型報酬 株式報酬 支給額合計

支給人員 支給額 支給人員 支給額 支給人員 支給額 （百万円）（名） （百万円） （名） （百万円） （名） （百万円）
取締役 7 67 — — 1 17 84

（　）は社外取締役 （7） （67） — — （1） （17） （84）
執行役およびグループ執行役員 28 907 28 206 4 122 1,235
計 35 974 28 206 5 139 1,320

役員報酬の内容 （2013年3月期）

執行機関

 投・融資等
委員会

構成メンバー：トップマネジメントおよび
　　　　　　　投融資担当の執行役
開催：原則月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。

グループ
執行役員会

構成メンバー：執行役および
　　　　　　　グループ執行役員
開催：原則月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。

月例戦略会議
構成メンバー：トップマネジメントおよび
　　　　　　　各部門の責任者
開催：原則月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される。

代表執行役は、各種社内規則で定める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。
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中から選任されます。
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で行われます。

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。従って、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
相違点は次の通りです。

●個々の取締役や指名、監査、報酬の各委員会の独立性に関する
NYSEの要件の適用は義務付けられていません。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。

●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
締役で構成することは義務付けられていません。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
がすべて社外取締役で構成されています。

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

経営情報化
委員会

構成メンバー：トップマネジメントおよび
　　　　　　　情報システム担当の執行役
開催：原則月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。

●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。

ディスクロー
ジャー・

コミッティ

構成メンバー：
　     　　　　

開催：適宜

●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。

●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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内部統制

監査委員会の職務補助 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を設置しています。

監査委員会への報告

執行役および使用人は、以下のときに、監査委員会に報告します。
● 職務執行に関し重大な法令、定款違反および不正行為の事実、または会社に
　著しい損害を及ぼす事実を知ったとき。
● 監査委員から職務執行に関する事項について報告を求められたとき。

グループ監査部等との連携

グループ監査部は監査委員会の承認を受けた監査計画に基づき内部監査を行い、
その結果を監査委員会に報告します。グループ監査部は常に監査委員会と連携
し、その調査要請に全面的に協力します。監査委員会は、職務執行に必要な外部
のアドバイザー、弁護士、その他専門家を利用できます。

内部統制関連部門

グループ監査部が、内部統制の有効性、業務の効率性および有効性、法令遵守等
について内部監査を行っています。リスク管理本部が、与信、投資取組の審査、モ
ニタリング等を通じ、取組や商品の適合性のチェックを行っています。グループ法
務・コンプライアンス部が、オリックス株式会社および国内子会社の事業活動に関
する法的指導・助言を行い、またオリックスグループのコンプライアンス体制の推
進、内部統制の整備を図っています。

情報の保存および管理
情報の管理方法、保存、廃棄に関する事項を定め、情報の有効活用と秘密保持
を図る体制の整備を進めています。

リスクの管理
事業環境の変化や事業拡大に伴い変化、多様化するリスクを的確に把握し、それ
らに応じたリスク管理体制を構築しています。

委員会設置会社制度
委員会設置会社制度を選択し、取締役会の決議により法令によって認められた範
囲でその業務執行の決定を執行役に委任し、業務執行の効率化、迅速化を図っ
ています。

オリックスグループにおける
業務の適正を確保する体制

オリックスグループとしての企業理念、経営方針、行動指針等を定めています。
グループを構成するグループ会社の運営、管理その他の事項については、原則 
として、オリックスが指名する者の事前承認、協議、報告を要するものとしてい 
ます。オリックスの内部統制関連部門は、原則として、オリックスの事業部門の 
みならずグループ会社に対する管理・支援等を行います。また財務報告の信頼性 
を確保するため、財務報告にかかる内部統制が有効に機能する体制の整備を進 
めています。

監査委員会の職務執行のための体制

業務の適正を確保するための体制

オリックスは、健全な経営と、適切かつ効率的な業務遂行のために、法令遵守やリスク管理、財務報
告の信頼性確保などの観点から、内部統制の仕組みを構築・運用しています。さらに、事業環境の変
化や事業の拡大、多様化に合わせて、内部統制の仕組みの継続的な改善と向上に積極的に取り組んで
います。オリックスの内部統制システムは、取締役会においてその内容を決議しています。

コーポレート・ガバナンス
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オリックスグループのコンプライアンス体制

コンプライアンス

●  グループ法務・コンプライアンス部を中心としたコンプライアンス体制を整備しています。
●  コンプライアンス基本規則およびコンプライアンス・マニュアルを制定し、役職員が法令、社内規則および社会

通念等を遵守した行動をとるための規範や行動基準を定め、その推進を図っています。企業行動規範において、
社会から批判を浴びる反社会的な者や団体への関与を永遠に排除することを宣言しています。

●  グループ・コンプライアンス年度方針に基づき、各部門が「コンプライアンス年間計画」を定め実践しています。
●  社内および社外にコンプライアンス・ヘルプラインを設置し、法令違反、社内規則違反あるいは社会通念に反する行

為等の相談、報告を受け、これらを早期に発見し、不祥事を未然に防ぐとともに、必要な改善を図っています。社
内規則において、いかなる場合においても、コンプライアンス・ヘルプラインへの報告・相談者に対して、不利益
な取り扱いを禁止しています。

オリックスは、企業理念の実現にはコンプライアンスの推進が経営の最重要課題の一つであり、その
実践・徹底がオリックスの経営の基盤であることを強く認識しています。企業活動において求められ
るコンプライアンスを実践し、誠実かつ公正で透明性の高い企業活動を遂行します。

投・融資等委員会 グループ執行役員会監査委員会

報告 報告付議

コンプライアンス責任者
［オリックスグループ 各部門長］

各部門に関する協議・報告

グループ法務・コンプライアンス部
管掌役員

グループ法務・コンプライアンス部
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