
21世紀にオリックスが目指す企業像

市場に高く評価される新しい価値の創造によって
経済的なインパクトを生み出し、「誇り」ある活動を行う企業。誇り

株主・お客様・従業員などを含め社会の多様な期待に応える
高い能力と謙虚な姿勢を持ち、関係する人々から「信頼」される企業。信頼

社会的な規範を守り、公正かつ透明な活動を行う
優れた社風を持ち、社会との調和を保って、
広く世の中から「尊敬」される企業。

尊敬

EC21 Excellent Company

社会に新しい価値を提供し、社会から必要とされる存在であり続ける
オリックスは1964年の創業当初から、「自らの足で立つ」、｢新しい可能性に挑戦する｣という考え方を基本とし
ています。そして常に新しい価値を創造して社会に提供し、その結果として得た評価が利益になるという循環を
通して成長してきました。今後も社会に新しい価値を提供し、そして社会から必要とされる存在であり続けるた
めに、創造的イノベーションを追求してまいります。
こうした企業としての考え方をまとめたものが「企業理念」、｢経営方針｣、｢行動指針｣です。(内容についてはｐ.1
をご覧ください。)またオリックスでは、これらを土台にした目指す企業像を「EC21」として定め事業活動を行っ
ています。

「EC21」のそれぞれの項目には次のような思いが込められています。
｢誇り｣ 企業の社会的な機能は、経済にプラスとなるものを世の中に向かって作り出すことです。これが企業本来

の役割であり使命です。この使命をより高い次元で果たし、社会の役に立つこと、このことにオリックス
は企業としての「誇り」を持ちたいと考えています。

「信頼」 企業の存在･発展を支え、かつ直接的に大きな関わりを持つのは、株主、お客様、従業員をはじめとす
るステークホルダーです。オリックスでは、ステークホルダーの皆様からの期待だけでなく、社会の期
待にも応えて、国際基準を超える企業を目指します。おごらず謙虚な姿勢を保ち、さまざまな期待に応
え、皆様から｢信頼｣される企業になりたいと考えています。

｢尊敬｣ 企業行動の中に社会的な規範に反する問題が起きれば、その企業に対する評価はすぐに崩れ去ります。
法律を守ること以上のより高い基準で行動し、その基準をオリックスの成長とともに高めていくこと
で、広く世の中から｢尊敬｣される優れた社風を作っていきたいと考えています。

オリックスの目指す企業像オリックスの目指す企業像
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環境への取組

東日本大震災以降、エネルギー問題は日本経済にとって
最重要テーマとなりました。また、海外、とりわけアジ
アの新興国においては、経済成長に伴うエネルギーや
水の需要増加、低炭素型発展の推進が課題となってい
ます。オリックスは、1990年代半ばから、環境とエネ
ルギーのそれぞれの分野において事業を展開し、現在
では多岐に渡るエコサービスを提供しています。これま
でに蓄積した専門性を生かし、国内においては特に再生
可能エネルギー産業のさらなる成長に寄与し、海外にお
いては各国のニーズに応じた環境・エネルギー事業の
展開を目指します。
今後もオリックスは、エコサービスの創造に挑戦し、
自らはもちろん、ビジネスを通じて社会の環境・エネ
ルギーの課題解決に積極的に取り組むことで、社会に
貢献してまいります。

ビジネスを通じて社会の環境・エネルギーの課題
解決に積極的に取り組み、社会に貢献する

オリックスグループは、
お客様や社会のニーズを捉え

ビジネスを通じて環境・
エネルギー問題の解決に貢献します。

また、事業領域の拡大・成長による変化を踏まえ、
これに適った対応を進めます。

環境方針

活動目標
1. お客様と社会の環境・エネルギー課題の解決に寄与す

る、新たなエコサービスのご提供に努めます。

2. 事業活動が環境へ及ぼす影響を把握し、
 環境関連法規の遵守と環境負荷低減に努めます。

3. 各事業の特性を踏まえた環境対応がなされるよう、
社員の意識と知識の向上に努めます。

4. 法令等で要求される情報開示事項や環境への
 取組状況について、適切な情報提供に努めます。

コンサルティング

ファイナンス

仲介・代行

運営

リース・レンタル

販売

設置

メンテナンス

ニーズ

お客様

環境製品
環境技術

メーカー
機能融合

設置工事から導入後のメンテ
ナンスまで太陽光発電システ
ムのワンストップサービスを
お客様に提供しています。

（写真：お客様の倉庫屋根に設
置した太陽光発電システム）

再生可能エネルギー関連機器
などの性能評価や信頼性試験
の受託サービスを提供してい
ます。

（写真：オリックス･レンテック
の神戸試験センター）

お客様の電気料金の削減とエ
ネルギー管理を行う成果報酬
型デマンドレスポンスサービ
スを提供しています。

（サービス名称：はっとわっと）

オリックスグループCOO

オリックスは、エコサービスインテグレーターとしてお客様の環境関連製品、環境技術や、エネルギーに関するニーズ
に応じてさまざまな機能を総合的に提供しています。

エコサービスインテグレーターとして

お客様の不用になったOA機器
や工場設備などの処理をサポ
ートするサービスを提供してい
ます。

（写真：オリックス環境での解
体･分別作業）

オリックス自動車の提供する
テレマティクスサービスでは、
お客様の車両に専用の装置を
搭載し、CO2排出量削減や燃
費向上を実現しています。

お客様に省エネルギーを実現
するサービスを提供し、初期導
入コストを抑えた設備投資と、
エネルギー使用量の削減を実
現しています。

（写真：お客様が導入したLNG
サテライトタンク）
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1982年  4月 女性のキャリアアップを目的とした職種転換
制度を導入

1988年  6月 出産・育児制度導入
1989年  2月 時差勤務制度導入
1995年 10月 ベビーシッター助成制度導入
1998年  8月 介護休暇制度導入
2005年 12月 異動希望部署に自ら手を挙げるFA制度導入
2006年 4月 定年再雇用制度導入

5月 ボランティア休暇・休職制度導入

2007年  4月 ダイバーシティ推進の専任担当を配置
4月 出産・育児制度の拡充

2011年  4月 次世代幹部人材を計画的に育成するプログラ
ムを導入

4月
若手～中堅社員を対象にグローバルなビジネ
ス展開に対応できる人材を育成するプログラ
ムを導入

2012年  6月 50歳以上の社員を対象にした公募制度を導入

10月 柔軟な働き方を支援する目的で、役割を限定
した職種･等級へ転換できる制度を導入

2014年  4月 65歳定年制度を導入（予定）

オリックスの目指す企業像

人材への取組
「Keep Mixed」という考えのもと、社員それぞれの能力・専門性を最大限に活かす
オリックスにとって、最も大切な財産は「人」です。そのため、オリックスでは、国籍、年齢、性別、職歴を問わず、多
様な人材を受け入れることで多様な価値観や専門性による「知の融合」を図り、新たな価値を生み出す「Keep Mixed」
という考えのもと、社員それぞれの能力、専門性を最大限に活かせる職場づくりを目指しています。具体的には、働き
甲斐のある環境作りの一環として、多様な働き方を尊重し、社会情勢に先駆けた形で職場環境の整備、人事制度の改
革を行っています。また、チャレンジする人にチャンスを与え、グローバルで活躍できる人材の育成を強化しています。

オリックスの目指す
Keep Mixed Keep Mixed

「知の融合」から
新しい価値の創造へ

価値ある職場づくり多様な人材
（ダイバーシティ）

年齢 性別

国籍

キャリア

学歴

自己実現ワークライフ
バランス

「個」を活かす
マネジメント

人事関連制度の歩み

法定 オリックス
育児休業制度 原則1歳に達するまで 3歳に達するまで
育児時間の取得＊ １日あたり１時間（無給） １日あたり２時間（有給）
育児短時間勤務制度 3歳未満まで 小学校卒業まで
子の看護休暇 年5日（無給） 年5日（有給）
その他 — 小学校卒業までベビーシッター助成制度あり

出産・育児に関して法定以上の制度を整備し、育児と仕事の両立を支援

＊ 育児時間の取得は、子が１歳に達する前に復職する社員が対象となります。
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女性合計　7,070名（37％）

女性の活躍推進
オリックスでは、男女雇用機会均等法の施行（1986年）以前から女性の活用
に目を向け、女性を積極的に採用してきました。現在では、社員の約4割が
女性です。「Keep Mixed」を進める上で、社員の４割を占める女性をいかに
活性化していくかが、重要なテーマです。
● 育児と仕事の両立
法律で定められた制度よりも進んだ人事制度を早くから充実させ、働く環境
を整えたことで、育児と仕事を両立しているワーキングマザーの人数は10
年間で7倍に増加しました。現在では、女性社員の4人に１人がワーキング
マザーです。
● 女性管理職の育成
管理職に占める女性管理職比率は13%です。若手・中堅の女性社員を対象
に、中長期的なキャリア形成について考える機会となる研修の実施や、管理
職の女性社員を対象に、上司ではない部長層が相談役となるメンタリング・
プログラムを実施するなど、さまざまな取組を継続することで、女性の意識
改革を促しています。また、ロールモデルとなる女性管理職を増やすことで、
女性のキャリアアップが特別なことではなく、当たり前となる環境を作るこ
とも重要と考えています。これらの結果、女性管理職の人数は10年間で5倍
増と着実に成果が出ています。
● ワークライフバランスの支援
一方で、社員が長く活躍できるように、柔軟な働き方の支援も進めていま
す。例えば、育児や親の介護などが大変な時期に、本人の希望に合わせて
一時的に役割・責任を限定する自由度を認め、キャリアを継続できるような
サポート体制を整備しています。

今後も、オリックスの成長を支える人材力の強化の一つとして、女性が
長く活躍し、自分らしくキャリアアップを実現できる職場づくりを進め
ていきます。

932名

134名

27.5%

6.2%

2003/3 2013/3

7倍増

375名

73名

13.2%

5.3%

5倍増
2013/32003/3

■ ワーキングマザー数＊

● 女性社員に占めるワーキングマザー比率＊

■ 女性管理職数＊

● 管理職に占める女性管理職比率＊

＊オリックス（株）含む国内グループ会社9社合計
を対象とする。

ORIX Group Mom
産休・育休中の社員向け懇親会
ワーキングマザーのスムーズな職場復帰を支援する
懇親会を年に3回開催しています。会場内の託児所
に子どもを預け、先輩ワーキングマザーの体験談や
復職に向けたアドバイスを聞くなど、参加者同士が
交流できる場となっています。

出産・育児に関して法定以上の制度を整備し、育児と仕事の両立を支援

従業員構成比（2013年３月31日現在）

●海外全体
　25％、4,743名
●うち海外女性
　1,423名

●国内全体
　75％、14,300名
●うち国内女性
　5,647名

ORIX Group Mom の様子

託児所の様子

合計
19,043名
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