
セグメント別概況

セグメント利益（億円）

法人金融サービス メンテナンスリース 不動産

20102009 2014 2019 （3月期）2018201720162015

■ 法人金融サービス　　■ メンテナンスリース　　■ 不動産　　■ 事業投資　　■ リテール　　■ 海外
201320122011

300 679

4,014

1,170 1,453
2,001

3,122
3,398

3,857
4,209 4,291

セグメント利益（億円） セグメント利益（億円） セグメント利益（億円）

セグメント資産（億円）と
セグメント資産ROA（%）

セグメント資産（億円）と
セグメント資産ROA（%）

セグメント資産（億円）と
セグメント資産ROA（%）

2015

255

2019201820172016

424
380

493

255

■ 国内営業　　■ 弥生
（3月期）

2015

■ 自動車　　■ レンテック
（3月期）

404

2019201820172016

429 398 402 388

2015

■ 投資・運営　　■ 大京

98

2019201820172016

523

845
744

892

（3月期）

2015

1.46%

12,034

2019201820172016

11,339

2.41%

10,860

2.34%

9,918

3.24%

9,597

1.79%

■ 国内営業　　■ 弥生　　　 ROA
（3月期） （3月期）

2015

■ 自動車　　■ レンテック　　　 ROA

7,507

2019201820172016

7,830 8,067 8,472 8,738

3.58% 3.72% 3.42% 3.32% 3.09%

■ 投資・運営　　■ 大京　　　 ROA

2015

10,549

201920182017

0.57%

3.52% 6.55% 6.17%
8.03%

2016

9,177 8,439 8,020 7,202

（3月期）

6セグメントと16ユニット

国内営業 →P52

弥生 →P53

自動車 →P55

レンテック →P57

投資・運営 →P59

大京 →P60

16ユニット

事業の多角化を進めた結果、現在のオリックスの事業は、法人金融サービス・メンテナンスリース・不動産・
事業投資・リテール・海外の6つのセグメントで構成され、金融からサービス関連まで分散された事業
ポートフォリオを構築しています。

事業別戦略
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セグメント資産（億円）とセグメント資産ROA（%）

事業投資 リテール 海外

20102009 2014 2019 （3月期）2018201720162015201320122011

■ 法人金融サービス　　■ メンテナンスリース　　■ 不動産　　■ 事業投資　　■ リテール　　■ 海外
　 セグメント資産 ROA

69,827
63,786

99,977

72,764 69,891 70,513 75,209

94,648 92,463 92,019 90,989

0.28%0.28%
0.55%0.55%

3.39%3.39%

0.97%0.97%
1.17%1.17%

1.59%1.59%

2.57%2.57% 2.77%2.77% 2.78%2.78% 2.96%2.96%
3.42%3.42%

セグメント利益（億円） セグメント利益（億円） セグメント利益（億円）

セグメント資産（億円）と
セグメント資産ROA（%）

セグメント資産（億円）と
セグメント資産ROA（%）

セグメント資産（億円）と
セグメント資産ROA（%）

2015

■ 環境エネルギー　　■ 事業投資
■ コンセッション

378

2019201820172016

479

734
841

382

（3月期）
2015

■ 生命保険　　■ 銀行　　■ クレジット

1,206

2019201820172016

518
729 745 842

（3月期）
2015

1,058

2019201820172016

1,485

1,124 1,066
1,254

■ OCU　　■ OCE　　■ 航空機・船舶
■ アジア豪州等

（3月期）

■ 環境エネルギー ■ 事業投資
■ コンセッション　　　　ROA

5.77% 6.37%
8.84%

9.06%

3.71%
2015

4,584

2019201820172016

5,404 5,938
6,746 7,336

（3月期）
■ 生命保険　　■ 銀行　　■ クレジット
 ROA

2015

37,172

2019201820172016

34,721 32,934 31,745
35,714

0.96%

1.47% 1.57% 1.71%

2.62%

（3月期）
2015

22,801

2019201820172016

23,993 25,781 26,088
31,389

4.22%

3.08% 2.81% 2.99%

3.13%

■ OCU ■ OCE ■ 航空機・船舶
■ アジア豪州等 　 ROA

（3月期）

事業投資 →P64

コンセッション →P65

環境エネルギー →P62 生命保険 →P67

銀行 →P69

クレジット →P70

OCU (ORIX Corporation USA) →P71

OCE (ORIX Corporation Europe) →P72

航空機・船舶 →P73

アジア豪州等 →P75

¥€

また、各セグメントは、2～4の事業ユニットで構成されており、6セグメントで合計16ユニットとなって
います。
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法人金融サービス

グループ営業の中核的なプラットフォーム
の役割を担い、全国の営業ネットワークを
通じて、法人向けにリースや融資を行って
います。また、グループの商品･サービス
情報を集約し、ワンストップでお客さまの
あらゆるニーズに対応しています。

ユニット  国内営業

事業概要
　国内営業部門は、グループ営業の中核的なプラットフォーム
の役割を担っており、全国に70営業拠点、約1,500名の営業ネッ
トワークを構築しています。日本でこれだけのネットワークを持
つ企業はほかになく、さまざまな引き合いや情報を得ることが
できます。当事業では、主要なお客さまである中堅・中小企業に、
各種設備のリース、融資に加え、生命保険、環境エネルギー、自
動車リースなどの商品・サービスを幅広く提供しています。また、
お客さまのニーズや経営課題をグループ内で共有・連携し、グ
ループのノウハウや専門性、幅広い商品・サービスを活用した
最適なソリューション提案を行っています。さらに、社会ニーズ
や規制緩和から生まれる新規事業分野への取り組みとして、ヘ
ルスケア分野で予防医療事業を推進しています。
　そのほか、2018年には、中小企業の事業承継ニーズに対
応する専門チームを立ち上げました。後継者不在を理由とし
た中小企業の休業・廃業は大きな社会問題と捉えており、中
小企業を顧客基盤とするオリックスにとっても重要な課題で
す。オーナーや経営者とともに、企業の中長期的な継続性や
成長性、雇用の安定性の確立にも取り組んでいます。

成長戦略
　競争激化と低金利という環境下、資産残高の積み上げは
容易ではなく、金利収入も伸び悩んでいます。そのため、オリッ
クスグループの商品・サービスの提供を中心とした、手数料
取り組みの拡大による収益向上を図っていきます。24社
（2019年4月時点）の生命保険会社の代理店として、お客さ
まのご要望に沿った商品を提案できる生命保険販売に加え、
お客さまからの各種ニーズに応える、不動産仲介、通信料金
削減、年金（確定給付企業年金受託業務）、IoTネットワーク
サービス提供など、新たなソリューションの提供も拡大して
いきます。
　高齢化が進む日本では、拡大傾向にある医療費の削減に
つながる予防医療は成長が大きく期待されます。2017年に
資本提携した株式会社CMCは、医療事務の業務支援サー
ビスをクリニック向けに提供しており、今後もこのような取り
組みを拡大していきます。また、クリニックや病院では財務や
M&Aなどの専門機能が不足しているところもあるため、オリッ
クスの経験やノウハウを生かして、経営効率化に寄与するこ
とを目指しています。

事業別戦略

金融、各種手数料ビジネス

国内営業が提供するソリューション（商品・サービス）の例
お客さまのニーズ・経営課題 オリックスのソリューション

車両管理コスト削減 車両関連業務のアウトソーシング

企業向け保険 生命保険・損害保険商品の販売

エネルギーコスト削減 太陽光発電システムの販売、新電力として電力供給

通信料金削減 固定電話回線費用の削減サービス

振込業務の効率化・コスト削減 振込業務を一律料金で受託代行するサービス

保有不動産の有効活用 不動産の仲介・買取

退職金・企業年金 確定給付企業年金受託業務、退職給付債務計算業務

IoT技術の活用 IoTネットワークサービス
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ユニット  弥生

事業概要
　弥生は、各種業務ソフトウェア開発・販売および導入後の
サポートサービスを提供する業務ソフトウェアサービス会社
です。高い商品開発力とブランド力をもとに強固な顧客基
盤を築いています。弥生の業務ソフトウェアは、会計業務だ
けでなく、販売管理、給与計算、顧客管理とスモールビジネス
のバックオフィス業務を支えています。また、ソフトウェア保
守の枠を大きく超えて、業務相談サービスや福利厚生サー
ビスなども広く提供し、お客さまのバックオフィス業務をサポー

トしています。2017年2月にオリックスと弥生が協働で設立
したアルトア株式会社では、これまでの人による営業・審査で
は事業化が容易ではなかった、スモールビジネスを対象とし
た少額短期の融資マーケットにおいて、オンライン融資サー
ビスを開始しています。
　弥生は、業務ソフトメーカーにとどまらず「事業コンシェル
ジュ」として、中小企業・個人事業主・起業家の皆さまのさま
ざまな悩みや課題に応え、その成功に貢献することを目指
しています。

強み
●  国内各地域に根差した営業ネットワーク
●  中堅・中小企業向け金融サービスでの
実績に基づく強固な顧客基盤

チャレンジ

●  手数料取り組みを入り口としたお客さまとの
取引内容の拡大

●  手数料取り組みでの収益向上実現、
金利収入以外の収益源の拡大

機会

●  後継者難による中堅・中小企業の
事業承継ニーズの全国的な高まり

●  お客さまニーズの多様化による提案機会の
増加

リスク
●  法人向け貸し出し競争の激化と低金利環境に
よるリスクに見合わないリターン

●  法人向け定期保険に対する規制強化

　2018年に開始した事業承継支援では、2019年3月に2
企業の株式を取得し、以降もお客さまからの相談件数が増
加しています。自らの資本と人材、ノウハウで取り組む点が
最大の特長で、単なる仲介やビジネスマッチングとは異なり
ます。これまでに培った金融サービスのノウハウを活用した、
経営戦略や財務面でのサポートだけでなく、支援先企業の

製品やサービスを全国の営業ネットワークを通じて拡大させ
ることが可能です。支援から求めるリターンは短期的な収益
ではありません。企業がその地域で将来にわたり存続でき
れば、オリックスとの関係性も深まり、地域により密着したパー
トナーとしてのオリックスの価値も高めることができると考
えています。

弥生シリーズ登録ユーザー数の推移
（万）

（9月期）2018201720162015

172.1

2019

184.3

155.6
138.0

127.6

＊  各年度の期末実績、2019年度は2019年3月末時点の数値を掲載しています。
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事業別戦略

成長戦略
　弥生の会計ソフトウェアでは、銀行の入出金データなどさ
まざまなデータを取り込み、会計データに自動的に変換する
ことで、入力業務を最小化しています。現在は、取引発生か
ら試算表作成までを一気通貫で自動化する「会計業務3.0」
を推進しています。また今後は、会計業務だけでなく、商取引
や人事・給与業務をつないだスモールビジネスのための新
たな業務プラットフォーム「業務3.0」の構築を目指します。こ
れにより、お客さまの業務効率改善に継続的に取り組みます。
　2019年10月に消費税率が10％に引き上げられ、同時に
軽減税率制度が開始される予定です。また2018年度税制
改正により、「個人所得課税の見直し」「税務手続きの電子化

推進」などが今後段階的に進んでいきます。お客さまが支障
なく業務を進められるように、ソフトウェアとサポートの両面
で着実に対応していきます。
　アルトア株式会社の提供する「アルトア オンライン融資サー
ビス」は、手続きがすべてオンラインで完結し、最短で即日融
資を可能としているなど、従来の事業性融資にはない利便性
を実現しています。2018年12月には、法人のみであったサー
ビス対象を個人事業主にも拡大しました。今後は、サービス
立ち上げ当初からの予定である、金融機関との共同事業
（LaaS事業：Lending as a Service）の実現も含め、事業と
してもう一段階のステップアップを図っていきます。

強み

●  スモールビジネス向け
業務ソフトウェア市場における
高いシェアとブランド力

●  保守サービスの提供を通じた
安定的な顧客基盤

チャレンジ

●  スモールビジネスにおける
業務ソフトウェア利用率の向上

●  蓄積されたデータの活用や
外部パートナーとの連携による
付加価値サービスの拡充

機会
●  クラウド市場の拡大
●  電子政府に向けた法令改正などによる
業務ソフトウェア需要の高まり

リスク
●  エンジニアやサポート人材の採用環境悪化・
人件費高騰

●  起業者数の減少

弥生のスモールビジネス向け業務ソフトウェア マーケットシェア

弥生
57.0%

B社
21.5%

C社
18.2%

D社
1.9%

その他
1.4%

クラウド版＊2

弥生
62.7%

A社
14.5%

その他
22.8%

デスクトップ版＊1

＊1  第三者機関による市場調査をもとに当社集計（対象期間：2017年10月～2018年6月）
＊2  出典：株式会社MM総研「クラウド会計ソフトの利用状況調査」（2019年3月末）

法人金融サービス
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メンテナンスリース

自動車事業では、「リース」「レンタカー」
「カーシェアリング」から「中古車販売」「車
両管理サービス」まで、自動車のトータル
サービスを展開しています。レンタル事業
では、多種多様なレンタル商材を取り揃
え、お客さまが必要とする機器をタイム
リーに提供しています。

ユニット  自動車

事業概要
　オリックス自動車は、幅広い商品・サービスと専門性を強
みに、お客さまの使用期間、使用頻度、使用目的に応じたさ
まざまな利用形態に合わせて、自動車リース、レンタカー、カー
シェアリングを複合的に提案しています。コンプライアンス、
環境対応、安全運転、労務管理、事故の未然防止などの各
ニーズに対応するソリューション、車両管理全般のアウトソー

シング、中古車のリースや販売など、自動車に関するあらゆ
るサービスをワンストップで提供しています。
　オリックス自動車はメーカーをはじめ、タイヤ・バッテリー・
部品・消耗品のサプライヤー、全国の整備工場との取引ネッ
トワーク、「オリックス・オート・ミリオン・クラブ」に代表される
リース事業のビジネスパートナーや、レンタカーFCなどさま
ざまな企業とともに、ビジネスを展開しています。

自動車リース・レンタカー・カーシェアリング、
電子計測器・IT関連機器などのレンタルおよびリース

購入

車両提供

売却

メーカー／ディーラー
購入

最適な利用方法の提供

中古車リース

リース

自社
入札会

自社
小売店舗

外部
オークション

中古車
販売会社

レンタカー

拠点数1,055
車両台数
71,000台

U-car店舗数10会場数9

ステーション数1,790
会員数約23万人
車両台数3,017台

カーシェアリング

車両管理台数：140.6万台

年間購入台数：10.7万台
1社で国内販売台数の約2%を購入

年間売却台数：11.9万台

テレマティクス
導入台数 16.1万台
導入社数 2,401社

メンテナンス
メンテナンス工場数

8,944

ETCカード
発行枚数

44.8万枚

ガソリンカード
発行枚数

76.8万枚

事故・故障
サポート

車両管理BPO
導入台数 13.8万台
導入社数 451社

付加価値

多様な売却チャネル

など

オリックス自動車のバリューチェーン（データは2019年3月末時点）
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成長戦略
　自動車関連サービスを取り巻く環境は、非常に速いスピー
ドで変化と進化を続けています。CASE＊1やMaaS＊2といわ
れますが、どのような環境変化があろうと、自動車や関連サー
ビス機能を保有し、マーケットに対して必要なものを最適な
形で提供する企業は社会から必要とされると考えています。
オリックス自動車は、現在進行中のモビリティ革命に対応す
べく、国内外のスタートアップ企業ともタイアップして、次世
代の自動車産業界において存在感を確保していきます。

● レンタカー事業のインバウンド需要取り込み
　2019年2月に欧州のレンタカー会社Sixt SEと提携しま
した。同社はドイツを本拠地として世界各国でレンタカー事
業を展開しています。観光庁が発足した10年前の2008年
は800万人強であった訪日外国人数は、2018年には3,119
万人＊3となり、今後もさらなる増加が見込まれています。グ
ローバルブランドのSixt SEとの提携により、これまで多数
を占めていたアジア圏からの顧客に加え、欧州を中心とした
インバウンド需要への対応を強化するとともに、世界で展開
するSixt SEの事業ノウハウの活用を図ります。

● カーシェアリング事業の全国展開
　日本国内のカーシェアリング車両台数は過去5年間（2013
年4月～2018年3月）で約1万7千台増加し、年平均成長率
は23.9％と伸長しています。今後、都市圏だけでなく、地方
エリアにおいても需要の拡大が期待されます。オリックス自
動車では、レンタカーFCとのカーシェアリング事業協業化を
推進し、2019年度中に全国エリアにサービス拠点を拡大し
ます。新たに進出するエリアのカーシェアリング拠点は、オリッ
クスレンタカー店舗またはその周辺を中心に設置します。全
国に1,055拠点を構えるレンタカー店舗のうち、新幹線・鉄
道の主要駅や空港周辺の店舗と併設することで、レンタカー
とカーシェアリング双方の利便性をお客さまに提供します。

● 個人向けカーリース事業の拡大
　近年は、「所有」に対する価値観の変化などにより、全国の
個人向けカーリースの保有台数は30万8,013台（2019年3
月末時点）と、この5年間で約15万台＊4増加しています。
2022年度には93万6千台＊5に達するとの予測もあり、今後
もさらなる市場の拡大が見込まれます。オリックス自動車は、
1984年より個人向けカーリース事業を展開しており、個人
リースの拡大に向け、さまざまなニーズに対応する商品ライ
ンアップ（新車、中古車の両方）を展開し、インターネット（見
積もりから申し込みまでインターネットで完結）と対面営業（全
国1,000社超の自動車リース販売代理店網）による、効率的
な顧客開拓で市場拡大を目指します。

● スタートアップ企業との連携
　2018年7月には、米国のスタートアップ企業Nauto Inc.
と業務提携し、日本国内の法人向けにAI搭載型通信ドライ
ブレコーダー「ナウト」のサービス提供を開始しています。こ
のほかにも、車両点検、コネクテッドカーに特化したサイバー
セキュリティ、AIを活用したレンタカー需要予測・ダイナミッ
クプライシング・車両最適配置といった新たな技術を持つサー
ビスを提供する、国内外スタートアップ企業との連携を検討
しています。＊3  出所：日本政府観光局（JNTO）

 https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/since2003_visitor_arrivals.pdf

＊4  出所：一般社団法人日本自動車リース協会連合会
http://www.jala.or.jp/library/lease01.html

＊5  出典：株式会社矢野経済研究所 2018年8月6日プレスリリース
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/1921

＊1  CASE：Connected（つながる）、Autonomous（自動運転）、Shared（共有）、
Electric（電動）の頭文字をとった略語。

＊2  MaaS：Mobility as a Serviceの略語。ICTを活用して交通をクラウド化し、公
共交通か否か、またその運営主体にかかわらず、マイカー以外のすべての交通
手段によるモビリティ（移動）を1つのサービスとして捉え、シームレスにつなぐ新
たな移動の概念。

事業別戦略
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ユニット  レンテック

事業概要
　オリックス・レンテックは、日本初の計測器レンタル会社と
して1976年に設立、保有するレンタル機器は3万2千種、
180万台（2019年3月末時点）と、国内最大規模を誇る業界
のリーディングカンパニーです。電子計測器や科学・環境分
析機器、ICT関連機器、医療機器などのレンタルを中心に、お
客さまが保有する電子計測器の品質管理や計測作業などの
業務アウトソーシングを支援する計測関連サービスのほか、
お客さまのIT資産の最適運用支援を行うICT関連サービス、
中古機器の販売やお客さまの保有する機器・設備を買い取
るサービスも行っています。自動車、航空・宇宙、エレクトロニ
クスなどの大手製造業をはじめとする優良な顧客基盤を持ち、

1カ月未満の短期利用から1年以上の中長期利用まで、お客
さまのニーズに応じた期間設定で機器やサービスを提供す
ることで、お客さまのR&D（研究開発）、製造現場、オフィス環
境などにおけるさまざまな課題解決をサポートしています。
　2018年1月には、レンタル事業のさらなる拡大を目的に、
淀川変圧器株式会社を買収しました。同社は受変電・発電設
備レンタル大手で、市場全体の4割のトップシェアを占めて
います。保有するキュービクル＊や変圧器の在庫は日本トップ
クラスです。また、省スペースキュービクルなど、オリジナル
製品をお客さまのご要望をもとに自社開発して提供してい
ます。

強み

●  多様なサービスメニューを有し、
お客さまに対して総合的かつ最適なサービス
の提案が可能

●  車両管理台数ではグローバルでも有数の地位
を確立し、膨大な車両データを保有

チャレンジ
● 個人顧客の獲得
●  国内外のスタートアップ企業による
新しい技術の獲得

機会

●  シェアリングエコノミーやMaaSの
浸透によるレンタカー、カーシェアリングを
含むモビリティサービス市場の成長

●  企業のコスト削減ニーズ、リスク管理および
コンプライアンス意識の向上による、
自動車リースおよび付加価値サービスへの
需要拡大

リスク

●  シェアリングエコノミーやMaaS分野への
自動車メーカーや異業種の進出による
競合激化

●  自動車事業の構造変化による既存事業・
サービスからの収益や車両残存価値の低下

＊  キュービクル：発電所から変電所を通して送られてくる電気を変圧するための装
置を収めたコンパクトな受変電設備のこと。

レンタル機器取り扱い分野・台数

電子計測器
科学・環境分析機器
ICT関連機器
医療機器

電子計測器
科学・環境分析機器
ICT関連機器
医療機器

３Dプリンタ
次世代ロボット
ドローン　　
キュービクル・変圧器

2009年3月末

保有台数70万台
2019年3月末

保有台数１80万台

メンテナンスリース
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事業別戦略

成長戦略
● ロボット導入・活用に関するソリューション提案力の強化
　2016年より次世代ロボットレンタルサービス「RoboRen」
を開始し、自社専任エンジニアによる技術サポートを含めた
ロボットのレンタルサービスを提供しています。労働力不足
への対応や生産性向上に向けて、ロボットによる自動化ニー
ズが高まる中、実証実験などのレンタル需要は高まっていま
す。今後は試用後の本格導入を支援するために、システムイ
ンテグレーションの機能を強化するなど、ロボットの導入・活
用に関するソリューション提案力を強化します。また、必要な
動作をプログラミングしたロボットを提供することで、初めて
ご利用されるお客さまでも、容易に操作できるロボットの提
供にも注力していきます。

● インフラ・設備点検業務へのドローン活用
　2017年よりドローンの販売およびレンタルサービスを開
始しました。労働人口の減少を背景にさまざまな企業が導入
の検討を進めており、ドローンの市場規模は今後飛躍的に成
長すると見込まれています。一方、各産業分野での実用化に
際しては、最新機種の調達や活用方法の検証、メンテナンス、
安全管理のガイドライン化、操縦士の育成や実践に即した技
術の向上などの課題があります。顧客基盤を生かして工場
や大型施設、インフラ分野における設備点検業務へのドロー
ン活用に向けたサービス提供に注力するとともに、他社との
協業や実証実験への参加も視野に入れながら、ドローン活用
の拡大を進めていきます。

● グループネットワークを活用した淀川変圧器の事業拡大
　オリックス・レンテックの顧客基盤と営業ネットワークを活
用することで、受変電・発電設備レンタル会社の淀川変圧器
の案件創出力を強化します。従来の顧客基盤であるゼネコ
ン関連をはじめ、発電所・鉄道・データセンターなどの更新工
事、工場の新設・移転、大型イベントや博覧会など、新規顧客
の開拓を進めていきます。主力製品である汎用性の高い標
準タイプと、お客さまのご要望に応じて組み立てる高い技術
力を要するフルオーダーメイドタイプの2ラインのキュービ
クルを主力製品として、事業拡大を図ります。2022年までに、
保有するレンタル機器の2019年比1.5倍を目指します。

●  日本最大の機器関連のレンタル会社からシェアリング
サービスのプラットフォーマーへ

　レンタル機器の提供だけにとどまらず、ロボット・ドローン・
ICT機器などのハードウェアにさまざまなサービスを組み合
わせることで付加価値を提供するサービスプロバイダーへ
の変革を推進していきます。さらに、サブスクリプションと呼
ばれる定額サービス型などのビジネスモデルを発展させて
いくことで、多様なシェアリングサービスを提供するプラット
フォーマーを目指します。

強み

●  マルチベンダーで多種多様な
レンタル商材を取り揃え、レンタル機器の
品質を維持・管理する技術力と翌日納品を
可能にする物流サービス力を有する

●  大手製造業をはじめ、さまざまな業種の
企業およびパートナー企業を顧客に持つ

チャレンジ

●  顧客基盤を生かした協業による新たなビジネス
の創出

●  長年培ったノウハウをデータ化して蓄積・活用
することで、幅広い提案ができるソリューション
カンパニーとなる

機会

● 「所有から利用へ」のニーズや、シェアリング
  サービスの認知度の高まりなど、消費者の
意識・価値観の変化

●  労働力不足への対策や働き方改革など、生産
性向上の解決策としてのテクノロジー活用の
加速化

リスク
●  国内企業の設備投資減速によるニーズの減少
●  機器のダウンサイジングや技術革新による
ハードウェアの必要性の低下

メンテナンスリース
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不動産

グループネットワークを最大限に活用した
オフィスビル・商業施設・物流施設などの
開発・賃貸や、アセットマネジメントなどの
事業を展開しています。また、ホテル・旅館、
水族館などさまざまな施設を運営し、質の
高いサービスを提供しています。

ユニット  投資・運営

事業概要
　不動産開発・賃貸から、アセットマネジメント、施設運営に
至るまで、多様な事業を展開しています。また、グループの
営業ネットワークを活用した物件情報収集、投資家の発掘、
テナントの獲得、お客さまへの運営施設紹介なども特長とし、
他社にはない不動産ビジネスにおける総合力を有しています。
開発・賃貸事業ではオフィスビル、レジデンシャル、商業施設、
物流施設など、さまざまなタイプの不動産を扱っています。

　アセットマネジメント事業では、オリックス不動産投資顧問
（ORIA）は、機関投資家や事業会社などのお客さまから出資
いただいた資金をもとに、私募ファンドの運営を行っており、
受託資産残高は約5,000億円（2019年3月末時点）です。オ
リックス・アセットマネジメント（OAM）は、総合型REITであ
るオリックス不動産投資法人を運営しており、資産規模は約
6,700億円（2019年2月末時点）です。
　施設運営事業では、ホテル・旅館、水族館、多目的ドーム、
劇場などの開発・運営を手がけ、サービスの向上に加えて、オ
リックスの施設ならではの付加価値を追求することで、お客
さまに喜んでいただける施設を目指しています。

成長戦略
　2020年の東京オリンピック・パラリンピックや2025年の
大阪・関西万博など国際的なイベントを控え、観光事業のま
すますの市場拡大が予想されます。施設運営事業では、
2019年1月に、事業拡大とより一層のサービス強化を目指
して、新たな旅館・ホテルの運営事業ブランド「ORIX 
HOTELS & RESORTS」（OHR）を立ち上げました。新ブラン
ドを適用するのは直営の13施設、3,200客室です。ブランド
統一化により、各施設のノウハウやナレッジの共有を促進し、
お客さまサービスの向上を図っていきます。長期的には、①
既存施設の建て替え・改装リニューアルなどのバリューアップ、
②開発中施設の開業および安定稼働、③新規開発や買収を
進め、10年後には1万客室規模への成長を目指しながら、
OHRブランドの認知度を高めていきます。
　アセットマネジメント事業では、ORIA、OAMともに受託
資産残高（AUM）の拡大を進めます。ORIAでは2023年3
月期のAUM7,000億円を目指します。大型機関投資家との
関係強化や海外投資家の新規開拓を進めるほか、グループ

オフィスビル
30%

その他
19%

物流施設
15%

商業施設
22%

賃貸
マンション
14%

不動産開発・賃貸・管理、施設運営、不動産の資産運用

投資： 賃貸不動産（オペリース投資）の物件別構成　
（2019年3月末）

運営： 運営施設数（2019年4月末）

 ホテル・旅館 21カ所
 高齢者の住まい 33カ所
 水族館 2カ所
 研修施設 4カ所
 その他（レストラン、多目的ドーム、劇場など） 12カ所
 　 合計72施設
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ユニット  大京

事業概要
　大京は、事業主別マンション供給戸数ランキング（株式会
社不動産経済研究所調べ）で全国1位を32回獲得し、グルー
プとしては、全国主要都市を中心に461,943戸（2018年12
月末時点）のマンションを供給してきました。また、マンション
の資産価値を末永く維持するために、不動産開発、不動産管
理、不動産流通の三位一体のバリューチェーンを構築し、消

費者の圧倒的な支持を集めて成長してきました。
　不動産開発事業では、「ライオンズマンション」「サーパス
マンション」の開発・分譲をはじめとして、一戸建てや賃貸マ
ンションなど、お客さまのライフステージや地域特性に応じ
た住まいを提供しています。また、マンション開発のノウハウ
を生かして、市街地再開発にも注力しています。
　不動産管理事業では、マンション・ビル・施設の設備メンテ

強み

●  不動産ビジネスにおける幅広い専門性と
グループネットワークを最大限活用した
情報量と提案力

●  アセットマネジメントサービスや
大型プロジェクトへの共同投資など、
国内外の投資家向け事業を展開

チャレンジ
●  技術系・建築監理専門人材の補充、品質管理
能力の強化

●  再開発を含めた開発力（提案力）の強化

機会

●  訪日外国人の増加により、ホテル・旅館の
稼働率や宿泊単価が堅調に推移

●  緩和的な金融環境および堅調な世界経済に
より、不動産市況は活況

リスク

●  円高や世界経済の減速に伴う、海外機関投資
家の対日投資の減少および訪日外国人の減少

●  運営施設の競合激化や人材不足（社員の確保
が困難）

●  為替・金利の変動、金融環境（銀行の貸出姿勢）
の急激な変化

の知見を活用し、受託資産のパフォーマンスを最大化させて
運用するとともに、開発案件の投資の発掘などにも注力しま
す。さらに、訪日外国人の増加が見込まれる地域の宿泊施設
や、人口流入が期待される大都市の不動産などへの投資も
拡大していきます。OAMでは、用途にこだわらず厳選投資し、
マーケット環境を捉えた物件入れ替えを進めます。また、PM
（プロパティ・マネジメント）を強化し、物件の競争力向上やテ
ナント企業との関係性強化を図ります。

　投資事業のうち、物流施設事業では、マーケットの状況を
見ながら毎年4～５件の開発を目指します。開発用地競争が
激化し適地が減少していることや、施設で働く人手の確保が
重要であることから、オリックスグループのネットワークを活
用して用地取得を進めています。東名阪を中心に、物流施設
に適した立地を見極めながら新規開発を推進し、多種多様な
テナント企業のご要望に対応できる最新鋭の物流施設を提
供していきます。

2019年1月にオリックスは株式会社大京を完全子会社としました。オリックスの不動産事業との相互補完を図り、
総合不動産グループとしてグループ一体での中長期的な成長を目指します。

不動産開発事業：マンション発売戸数（2018年1月～１２月）
首都圏 近畿圏 その他 合計

大京  （第14位）＊ 530 212 647 1,389

穴吹工務店  （第12位）＊ 0 0 1,427 1,427

＊株式会社不動産経済研究所調べ

不動産管理事業：総合管理受託戸数（2019年3月末）
首都圏 近畿圏 その他 合計

大京アステージ 279,509 60,057 89,067 428,633

穴吹コミュニティ 16,846 9,818 81,225 107,889

※大京アステージと穴吹コミュニティを合計した大京グループの総合管理受託戸数は第1位（株式会社マンション管理新聞社調べ）

不動産流通事業：仲介件数（2019年3月期）および拠点数（2019年3月末）
首都圏 近畿圏 その他 合計

仲介件数（件） 3,556 560 2,464 6,580

拠点数（店／営業所） 38 6 32 76

（戸）

（戸）

事業別戦略
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ナンスや建物清掃などのほか、管理組合運営のサポートも行っ
ています。また、一定の周期で修繕工事を提案し、経年劣化し
た建物・設備の性能や資産価値の向上に取り組んでいます。
　不動産流通事業では、32都道府県・海外2カ国に広がる直
営店舗のネットワークを生かし、マンションや一戸建ての売
買仲介を行うほか、住宅を改修し、新たな価値や機能を加え
て販売するリノベーション事業や、賃貸物件の運営サポート
などを行っています。

成長戦略
　緩やかな景気回復により、4年連続で公示地価（全用途平
均）が上昇するなど、東京をはじめとする主要都市の地価は
上昇基調が継続しています。一方、主力の新築マンション分
譲においては、人口減少・少子高齢化が進行する中で、メイン
ターゲット（平均所得層）の所得環境を加味すると、一層の価
格上昇は考えにくい状況にあります。また、事業用地の不足
による仕入競争の激化、建設コストの高止まりに加え、首都
圏を中心に販売価格がピークを迎えている様子がうかがえ
ることから、事業環境の変化に注意しながら慎重に事業を進
める時期にあると見ています。
　このような環境のもと、不動産開発事業については、再開
発事業に積極的に参画するほか、底堅い需要の見込める人

口集積エリア（首都圏・近畿圏）において、マンション事業を強
化します。加えて、従来のファミリータイプ中心の商品を拡
充し、共働き世代、単身者、アクティブシニアなど、多様なニー
ズに対応した商品開発に取り組みます。また、投資家向けの
商品として、賃貸マンションやホテル開発などに取り組み、新
築マンションに次ぐ収益の柱として育成します。
　不動産管理事業については、人口減少・少子高齢化が進む
中、労働集約型ビジネスモデルからの脱却が大きな課題で
あり、AI･IoTを活用した新たなビジネスモデルの構築に向け、
積極的に投資していきます。また、管理受託する建物の老朽
化に伴い、修繕工事需要の確実な増加が予想される中、グ
ループ外部の新築工事や修繕工事の受注強化にも取り組ん
でおり、施工管理を行う有資格者の確保に努めています。ビ
ル管理については、オリックスグループのネットワークを活用
し、管理物件を拡大するほか、修繕工事などの派生ビジネス
の受注によって収益拡大を図ります。
　不動産流通事業については、AIを活用した売買価格査定
などのオペレーションの改善により、営業社員の生産性を高め、
売買仲介事業を強化します。また、オリックスグループのネッ
トワークを活用し、インバウンド需要やアウトバウンド需要に
対応したサービスの拡大を図っていきます。

強み

●  ライオンズマンション、サーパスマンション
の開発ノウハウと圧倒的なブランド認知度

●  マンション10,030棟＊1、ビル・施設6,472棟＊2
の建物管理による顧客基盤と、そこから派生
する建物管理、賃貸管理、売買仲介、修繕工事、
リフォームなどの安定収益
＊1 2019年3月末時点、＊2 2019年1月末時点

チャレンジ

●  首都圏・近畿圏におけるマンションの供給
シェア拡大

●  AI･IoTを活用した新たなビジネスモデル
の構築

機会

●  管理受託するマンションなどの修繕工事需要
の増加

●  オリックスグループのネットワークを活用した
事業機会の増加

リスク
●  仕入競争激化による土地価格の上昇
●  労務不足による機会損失（施工管理を行う
有資格者が不足し、受注拡大に制約）

オリックスの不動産事業の強みと大京の強みを生かし、一体
的な運営を行うことで、あらゆる種類の不動産開発を行い、
不動産に関するすべてのバリューチェーンにおけるサービス
提供を目指します。これにより、不動産業界において収益性
でトップクラスの企業体となることが可能になります。また、
不動産の調整局面到来時には、投資機会に即座に対応でき

る体制となります。なお、すでに金沢駅前の再開発や大阪の
うめきた第2期開発など、プロジェクト単位の協業を開始して
います。今後は、情報共有という観点から、開発分野・流通分
野・建築監理分野においても、一体運営の価値を最大限に発
揮する機会を増やしていきます。2020年3月期内をめどに、
不動産事業の統合を進めていきます。

オリックスの不動産事業と大京の一体運営による相互補完と成長

不動産
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事業投資

ユニット  環境エネルギー

事業概要
　再生可能エネルギーによる発電、省エネルギーサービス、
電力供給などのエネルギー分野、廃棄物処理や金属リサイク
ル事業などの環境分野において、幅広く事業展開しています。
　エネルギー分野では、太陽光やバイオマス、地熱、風力な
どの再生可能エネルギーの普及に取り組み、グローバルで
進む脱炭素社会への移行に事業を通じて貢献しています。
そのうち、国内の太陽光発電事業ではトップ規模の実績を有
しています。国内で培ったノウハウを生かし、海外での再生
可能エネルギーによる発電事業をはじめとしたエネルギー

分野への投資にも取り組んでいます。省エネルギーサービ
スは、工場や建物内の設備の更新・設置時に初期負担なく、
生産性向上を目的とした省エネルギー化、省CO2化を実現
するサービスです。電力小売では、小売電気事業者（新電力）
として、ほぼ国内全域で、工場・オフィスビルなどの事業者向
けに割安な電気を供給するサービスを提供しています。
　環境分野では、自社の運営施設と独自の全国ネットワーク
により、不用物の回収、廃棄物の収集・運搬からリサイクル処
理、最終処分までをワンストップで対応できるバリューチェー
ンを構築してサービスを提供しています。

総合エネルギーサービス事業者として、再
生可能エネルギー事業や電力小売事業を
推進しています。また、国内外でプライ
ベートエクイティ投資を行い、グループの
専門性を活用して投資先の企業価値向上
を図っています。コンセッション事業では、
空港および下水処理場を運営しています。

事業別戦略

環境エネルギー、企業投資、コンセッション

エネルギー分野の事業
事業内容 主なデータ（2019年3月末）

国内　

再生可能エネルギー 太陽光発電（メガソーラーと屋根設置型の合計）で約1GWのプロジェクト確保、うち約
840MW稼働済み。2022年3月期までにすべて稼働予定。

電力供給
電力小売：契約電力1,034MW、販売電力2.36GWh、新電力7位（高圧）
運営発電所最大出力：バイオマス発電所13.6MW、石炭・バイオマス発電所2カ所合計
224MW

省エネルギー サービス提供件数：約750件（累計）　

海外 再生可能エネルギー 投資先の最大出力：地熱／米国 Ormat Technologies 947MW、風力／インド IL&FS 
874MW、水力／ベトナム Bitexco 895MW
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成長戦略
　日本の再生可能エネルギー事業は、FIT制度による太陽
光発電事業が一巡し、今後は開発フェーズから、発電所のク
オリティ向上フェーズに移ります。2018年9月には、太陽光
発電所の運営・管理・保守会社オリックス・リニューアブルエ
ナジー・マネジメントを設立。自社開発した発電所を対象に、
長期にわたる安全な運営と、高い品質および発電効率の維
持管理に努めていきます。地熱発電事業では、北海道函館市
や東京都八丈島など、全国で事業化や事業調査を進めてい
ます。地熱発電はほかの再生可能エネルギーに比べ、天候な
どに左右されず発電効率が高いため、有望な収益源と考え
ています。風力発電事業では、千葉県銚子市沖での洋上風
力の事業化を調査・検討しています。公募で事業者が選定さ
れるため、海外の導入実績を有した事業者との連携も視野
に入れています。
　再生可能エネルギー発電の導入拡大に伴い、エネルギー
供給方法が、大規模な発電所から集中して電力を供給する「集
中型」から、比較的小規模で地域に分散している電力を近接
地で利用する「分散型」へとシフトする動きが世界的に広まっ
ています。すでにオリックスは、太陽光（メガソーラー、屋根設
置型）、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギー発電所
など、国内に約600カ所を超える分散型エネルギーネットワー
クに資する電力供給施設を所有しています。また、約1万台
の家庭用定置型蓄電池や家庭用太陽光発電設備を提供して
います。これらのオリックスが保有する電力供給施設と提供
するサービスは、今後拡大する分散型エネルギーネットワー
クの安定性に寄与することが期待されます。加えて、新たな
電源となりうる電気自動車や、中型から大型の定置型蓄電池
などの展開も検討していきます。分散した電力供給源を保有
し、効率的な電力消費や新たな需要供給源の安定的な利用

を支援するオリックスは、今後も分散型エネルギー供給の主
要プレーヤーを目指します。
　海外でのエネルギービジネスについては、これまではマイ
ノリティ出資による金融投資が中心でしたが、これからは欧州・
アジアでの発電事業展開のベースとなる「プラットフォーム」
企業のM&Aを進めていきます。特に、アジアの再生可能エ
ネルギー市場は、電力需要増加に見合った市場拡大が予想
され、香港などに専門人材を配置するなどビジネス機会獲得
の体制を整え、再生可能エネルギー事業の自社プラットフォー
ム構築を目指しています。また、この観点からインドで出資
済みの風力発電事業の完全子会社化を実施しています。欧
州の再生可能エネルギー市場は、発電コスト低下と脱炭素化
により安定成長が見込まれることから、英国にORIX 
Corporation UK Limitedを設立し、発電事業者やアセット
マネジャーの買収を目指しています。
　環境分野では、サーキュラーエコノミーやストック型社会
への移行を受け、廃棄物処理・リサイクル業界の再編の動き
が活発化していくことから、相乗効果のあるM&Aの機会を
うかがっていきます。また、収集運搬、中間処理から最終処分
までの一貫したバリューチェーンの強化の一策として、最終
処分場における処分場の増設を進め、搬入量の増加に対応
していきます。さらに、廃棄物規制により参入障壁の高い一
般廃棄物市場において、主に食品廃棄物、紙ごみなどの事業
系一般廃棄物を対象としたバイオガス発電所の建設を新た
に計画しており、運転開始は2022年3月期を予定しています。
加えて、自治体不燃ごみの再資源化事業を検討し、市町村の
リサイクルセンターの代替施設としての処理委託受注を目
指します。これに関しては、災害発生時の大量廃棄物の受け
入れ施設も兼ねるものとなります。

環境分野の事業
排出物 資源物 産業廃棄物 一般廃棄物

中間処理
（破砕・選別）

オリックス環境（不用物の回収やリユース・リサイクル・適正処理のサポートおよび主に金属系廃
棄物を取り扱う中間処理施設の運営） 

̶
リユースできるものを中古
販売会社へ売却

リユースできないものは解体し、素材ごとに分別。リサイクル可能
な鉄や非鉄金属などは素材としてリサイクル

最終処分
（焼却・溶解・埋立） ̶

オリックス資源循環（廃棄物高度処理施設で廃棄物を完全に再資源化、民間処理施設と
して国内最大規模）処理トン数　約118,000トン（2019年3月期）

ジークライト（国内最大規模の最終処分場運営、リサイクルできないものは廃棄物とし
て適正処理）最終処分量　約130,000トン（2019年3月期）
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事業別戦略

ユニット  事業投資

事業概要
　事業投資事業では、国内外のグループのネットワークや専
門性を最大限に活用し、投資先の企業価値向上を図っていま
す。ほかのプライベートエクイティ・ファンドと異なり自己資
金で投資するため、投資期間の変更や増資に柔軟に対応で
きることが特長です。国内ではハンズオン体制を重視し、投
資先企業と一体となった経営管理や事業支援、専門人材の
投入、グループ各事業部門による顧客開拓や販路拡大支援
など、あらゆる側面での投資先の企業価値向上を追求してい
ます。また、投資先単体のバリューアップだけでなく、オリッ
クスゆえに可能な業界再編や業界構造変革の牽引役を志向
しています。

　投資においては、対象会社の意向に配慮した事業運営、経
営陣・従業員とのコミュニケーションを重視して、投資先との
信頼関係を構築しています。海外の投資でも同様で、場合に
よっては数年かけて信頼関係を築くこともあります。海外は
文化がさまざまなため、それに合わせた対応ができるよう、
現地で実績のあるパートナーと組むことにしています。
　国内外で積極的に投資を実行し、投資先からの安定した利
益の取り込みと、ポートフォリオの入れ替えによる継続的なキャ
ピタルゲインの獲得を図っています。
●  国内投資実績
　リーマンショック後、2012年3月期に新規投資を再開し、
2019年3月期末までに新規投資実績20件、うち8件をExitし
て現在投資先12社保有。その他ファンドへの投資などを12社。

オリックスの事業投資の特徴と目指す付加価値

オリックス ファンド 事業会社

投資目的 純投資／
戦略投資 純投資 戦略投資

経営の独立性 ◎ ◎ ×

中立性の確保
（系列化されない） ○ ○ ×

投資手法の多様性 ○ △ ×

投資期間　
Exitの柔軟性 ○ × Exitなし

シナジー ◎ × ◎

オリックスの特徴 オリックスの目指す付加価値

ファンドと事業会社の長所を併せ持つ投資家 業界再編・業界構造変革の牽引役

長期保有が可能

系列色がつかない

資金力・信用力

M&Aノウハウ

事業面でのサポート

海外進出支援

オリックスの特徴

強み

●  国内最大級の太陽光発電事業のほか、省エネ
ルギーサービス、電力小売、蓄電池販売など、
国内エネルギーサービス事業を総合的に展開

●  廃棄物の収集運搬から最終処分まで
ワンストップのサービスを提供

チャレンジ
●  市場競争の激化
●  事業拡大・新分野への展開に伴う
人材の確保・育成

機会

●  グローバルな再生可能エネルギー市場の
拡大に対し、国内実績と海外投資ノウハウを
活用して展開

●  高度な廃棄物処理（食品廃棄物など）や
リサイクルニーズ、自治体の廃棄物処理ニーズ
の高まり

リスク
●  大規模施設（発電所、廃棄物処理施設など）に
おける事故

●  甚大な自然災害の発生
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ユニット  コンセッション

事業概要
　コンセッション事業では現在、空港運営事業と下水道終末
処理場運営事業を行っています。2016年4月より、関西国際
空港および大阪国際空港（伊丹空港）の運営を国内初の民間
による本格的な空港運営事業として開始し、2018年4月か
らは神戸空港の運営にも携わっています。いずれも運営は、
オリックスとフランスのVINCI Airportsを中核とするコン
ソーシアムが設立した関西エアポート株式会社が担っていま
す。航空路線や利用客の増加には、空港だけでなく、空港周
辺の魅力を高めることも必要です。関西エアポートでは、空

港施設の充実に向けた取り組みを継続的に行うとともに、地
域の企業や自治体とも連携して、ビジネスや観光の需要を高
めることにも取り組んでいます。
　2018年4月より、静岡県浜松市の公共下水道終末処理場
の運営事業に取り組んでいます。フランスVeolia社の日本
法人が中心となって設立した運営会社にオリックスも参画し
ています。市民に安全・安心な下水道サービスを提供すると
ともに、環境に配慮した事業運営方針のもとで環境負荷低減
を推進しています。

強み

●  ポストマージャーインテグレーション（PMI）
において、担当者が投資先に常駐し、投資先の
弱みを補いながら、オリックスグループの
営業ネットワーク、商材とのシナジーを生かし
て投資先のバリューアップに貢献

●  ファンドとは異なり自己資金で投資するため、
期間の制限がなく、柔軟な投資形態が可能

チャレンジ

●  これまでのハンズオン、バリューアップの
経験を生かして、事業会社との共同投資など
新たな投資スキームを模索

●  投資先を起点としたロールアップを通じて、事
業規模の拡大によるスケールメリットを追求す
るとともに、新たな機能、付加価値を創出

機会

●  日本では、中小企業の事業承継ニーズの
高まりと、上場企業におけるカーブアウト
案件の増加

●  グローバルでは、AIやIoT進展による業界
構造の大幅な変化や、業界再編の加速に
伴う投資機会の増加

リスク

●  買収価格の高騰で新規投資が進まない
●  事業環境の変化による投資先の業績不振に
より、買収時に計上した営業権（のれん）の
減損計上や、想定した価格でのExit実現が
できない

成長戦略
　国内では、過去5年間でキャピタルゲインを含め1,000億円
以上の投資収益を創出した実績を踏まえ、単純なプライベー
トエクイティ投資から第2ステージへと移行していきます。既
存注力業種へのさらなる深掘りを継続することに加え、点から
線、線から面への事業展開を拡大します。他社とは違う、オリッ
クス独自のネットワークを活用して投資先を発掘し、投資先を
起点としたロールアップによるマーケットシェアの拡大と、隣接
領域への拡張を進めます。注力業種としては、ヘルスケア、
BPO、IT・情報サービス、生活支援サービス、教育関連などです。
投資機会としては、オーナー企業の事業承継、上場企業グルー
プにおけるカーブアウト、アクティビスト対策のための資本政
策などを想定しています。
　今後は、純投資と戦略的長期投資の両輪運営を目指します。
期間3～5年の純投資だけでなく、ヘルスケアなどの成長分
野においては、投資先を増やし、投資先間のシナジーを効かせ、

長期的に戦略的な視点で保有します。純投資では、毎期連続
的なキャピタルゲインを確保し、戦略的長期投資では安定収
益基盤の確立を図ります。さらに、これまでの単独での投資に
加えて、事業会社との共同投資の可能性を模索していきます。
投資先企業に常駐者を派遣するハンズオンモデルが評価さ
れていることから、オリックスが経営管理体制の構築を担い、
事業会社が投資先企業の事業拡大を担う、役割分担でのス
キームを検討しています。これらを通じて、新規投資の加速と
投資形態の多様化を図ります。
　海外では、特定の地域・セクターにフォーカスした投資と優
良パートナーとの連携を進めます。地域では、東南アジアと
インドに注力し、セクターでは、ロジスティクス関連、ヘルス
ケア、BPOや金融サービスなどビジネスサービスに注力しま
す。セクタートップですでにビジネスモデルを確立した成長
企業に投資して、投資先の成長を加速させます。

事業投資
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事業別戦略

強み
●  事業運営に関する幅広い専門性と運営実績
●  国内外の有力企業との豊富なネットワーク

チャレンジ
●  新しい官民連携の形ゆえ、クリエイティブな
発想が求められる

●  海外コンセッション案件への参画

機会

●  国内におけるコンセッションマーケットは
潜在的に大きい

●  近年、日本でも国内外のインフラ案件への
興味が高まっている

リスク
●  国内コンセッション案件における競合激化
●  コンセッション推進に関する政策の転換や
法令の変更

関西エアポートによるコンセッション事業開始前と現在の比較
事業内訳 2016年3月期（コンセッション事業開始前） 2019年3月期

旅客数 （関空＊1+伊丹＊2）
 （神戸空港）

 3,869 万人
 253 

 4,570 万人
 319 

国際定期便就航便数

関空・夏季スケジュール＊3

うち旅客便 （LCC＊4）
 （FSC＊5）

うち貨物便

 1,241 便／週

 365
 744

 132

 1,548 便／週

 536
 867

 145

非航空系収入＊6  998 億円  1,301 億円

＊1 関空：関西国際空港
＊2 伊丹：大阪国際空港（伊丹空港）
＊3 2016年3月期は2016年夏季の実績。2019年3月期は2019年夏季の計画。
＊4 LCC：ローコストキャリア（格安航空会社）
＊5 FSC：フルサービスキャリア（既存の航空会社）
＊6 非航空系収入：免税店売上や物販・飲食収入など

成長戦略
　国内のコンセッション市場は、外資系企業や国内のデベロッ
パーなど参加する企業が増え、競争が激化しています。
　空港関連では、既存運営案件（関西・伊丹・神戸）については、
商業系、不動産開発、省人・省力化サービスなどを中心に、オ
リックスグループのノウハウを活用して収益拡大を推進します。
インバウンドの増加や、2025年の大阪万博開催に向けて旅
客数増加への対応策も強化していきます。また、2018年9月
の台風で被害を受けた関西国際空港については、同年12月
に災害対策プラン（護岸強化、地下電気設備移設、BCP見直
し）を発表し、2年間で対応を実施していきます。新規取り組

みとしては、空港運営の知見を生かした新たなビジネス機会
の発掘を進めます。
　上下水道は、人口減少、需要減少、設備更新負担増という
悩みを抱える自治体が多く、運営効率化や新技術導入により
インフラの持続的運営を図っていくことが課題となっていま
す。全国の上下水道の潜在的マーケット規模は大きいと考え
られることから、パートナーとの協業を軸に、今後も新規コン
セッション案件への参画を検討していきます。
　国内有数のコンセッショネアのポジションを固めるとともに、
海外のコンセッション案件についても事業機会を追求してい
きます。

事業投資

   66 ORIX INTEGRATED REPORT  2019



リテール

生命保険事業では、代理店販売と通信販
売を中心に、シンプルでわかりやすい商
品を提供しています。銀行事業では投資
用不動産ローンなど得意分野に特化し、
カードローン事業では与信ノウハウを生
かし、他の金融機関への無担保ローン保
証も展開しています。

ユニット  生命保険

事業概要
　オリックス生命は、「シンプルでわかりやすいこと」「合理的
な保障をお手頃な価格でご提供すること」というコンセプト
のもと、主力の第3分野商品に加え、第1分野商品も含めた
豊富な保険商品を取り揃えて提供しています。また、変化す
るお客さまのニーズに応じた最適な保険を提供できるよう、
新商品の研究および開発に努めており、お客さまや外部の「保
険のプロ」から高い評価をいただいています。
　オリックス生命では、「代理店」「銀行等による金融機関」「通
信販売」「直販」の４つのチャネルを有機的に統合し、お客さま
が求めるチャネルに応じてサービスを提供する“オムニチャ
ネル”を推進しています。年間の新契約件数・保険料収入で

は、代理店チャネルが全体の約8割を占めています。代理店
業界は、規制などの強化やお客さま本位の業務運営への取
り組みの観点から、業務品質の向上が重要なテーマとなって
います。オリックス生命では、代理店の業務品質向上に重点
を置いたサポートを行うとともに、品質改善に取り組む代理
店との関係を強化しています。“オムニチャネル”の推進にあ
たっては、対面によるサービスが可能な直販チャネルのコン
サーブアドバイザー（オリックス生命の社員）が重要な役割を
担っています。特に好評なのが、電話やインターネットで資
料請求をいただいたお客さまへの、訪問によるコンサルティ
ングサービスです。コンサーブアドバイザーの生産性は非常
に高く、厳選採用を続けながら組織の拡充を図っています。

生命保険、銀行、カードローン

20192006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (3月期)

41 48 59 73 89
116

149
178

213
254

294

348

393
425

100
万件突破

200
万件突破

300
万件突破

400
万件突破

個人保険保有契約件数の推移
（万件）

販売チャネル数（2019年3月末）

　代理店チャネル　5,823店
　銀行等による金融機関チャネル　6,161支店
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強み
●  お客さまニーズに応える高い商品開発力、
外部評価機関からの高い評価

●  オムニチャネルを生かした事業展開
チャレンジ

●  販売において代理店チャネルへの
依存度が大きい

●  価格競争の激しい第3分野商品への
依存度が大きい

機会

●  人生100年時代の到来や、
ライフスタイルの変化などに伴う
お客さまニーズの変化

●  オムニチャネルの活用による
お客さまとの接点増加、契約獲得機会の拡大

リスク
●  人口減少などに伴う
国内生命保険マーケットの縮小

●  代理店チャネルにおける競争環境の激化

成長戦略
　お客さまから選ばれ続ける会社となり、持続的な成長を実
現していくために、オムニチャネルの推進とともに、お客さま
の多様なニーズにお応えできる、付加価値の高い商品・サー
ビスの開発・提供に引き続き取り組んでいきます。
　オリックス生命は、従来の強みである医療保険などの第3
分野商品に加え、死亡保険や収入保障保険などの第1分野
商品の取り扱いを拡充してきました。2019年4月には、オリッ
クス生命初の外貨建て商品（米ドル建終身保険「Candle（キャ
ンドル）」）を発売しました。長引く低金利環境下で、合理的に
資産形成と一生涯の保障準備ができる商品です。本商品の
発売により、マルチプロダクト化をさらに進めることができ、
より一層多様なニーズにお応えする態勢が整備できたと考

えています。今後も新たなマーケットやニーズに対応し、お
客さま基盤の拡大につながる商品の開発・提供に取り組んで
いきます。
　また、サービス品質の向上にも注力しており、お客さま向
けに発行するすべての印刷物の改善、お客さまに合わせたコ
ンタクトセンターのきめ細かなサポート、シンプルで利用し
やすいウェブサイトの構成については、外部評価機関からも
高い評価を受けています。今後も、お客さまの声を把握・分
析し、サービス品質のさらなる向上や、新たなサービスの開発・
提供を行っていきます。加えて、高齢化・長寿化を踏まえ、こ
れに適合したサービスの提供や業務運営体制の構築が重要
なテーマであり、取り組みを進めていきます。

事業別戦略
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成長戦略
　事業の主力である投資用不動産ローンは、長年積み上げ
たノウハウを強みに積極的に取り組む方針です。金融機関と
不動産会社による資料の改ざん問題など、市況にはマイナ
スとなる要因もあり、健全なリスク説明が求められる状況で
す。2018年11月からは、今までの融資に関するリスク説明
に加え、想定賃料などを盛り込んだ不動産投資に関するリス
ク説明を開始しています。不動産投資の市場は成長しており、

引き続き不動産会社との強固な関係を維持・拡大しつつ、オ
リックス銀行が業界をリードして健全な投資用不動産ローン
のマーケットを形成し、業界トップファイナンサーとして一定
のシェアを維持していきます。
　また、さらなる成長に向けて、お客さま本位のサービス提
供に注力し、お客さまに選ばれる「不動産に強いコンサルティ
ング・バンク」になることを目指します。

強み
●  投資用不動産ローン市場での高いシェア・
リスク管理能力・お客さま本位の運営

●  低い経費率で運営し、高い収益性を誇る
チャレンジ

●  投資用不動産ローンへの依存度が大きい
●  お客さまとの関係性の深化

機会
●  投資用不動産の堅調な販売と流通
●  信託機能を活用した顧客ニーズを捉えた
商品の提案・提供

リスク
●  国内人口の減少に伴う不動産投資マーケット
の縮小

●  調達環境の変化による流動性リスクの増加

ユニット  銀行

事業概要
　オリックス銀行は、既存の銀行の在り方にとらわれない事
業を展開しています。店舗やATM、決済機能を持たず、イン
ターネットや電話などを通じた取引を中心とすることで運営
費を抑え、お客さまに高水準の預金金利を提供しています。
ビジネスの成長に合わせて機動的に預金を獲得することで
高い預貸率を維持し、効率的な経営を行っています。
　また、投資用不動産ローンやカードローン、信託商品や投
資信託など、お客さまのニーズに合った特色のある商品・サー

ビスを提供し、特定の分野に強みを発揮することで、他の金
融機関に比べて高い収益性を維持しています。投資用不動
産ローンは、長年にわたり築き上げたネットワークやノウハ
ウなどの強みを生かし、事業の主力として取り組んでいます。
　2018年には、お客さまの中長期的な資産形成ニーズに
応える投資信託を、個人向けにノーロード（購入時手数料無
料）かつリーズナブルな信託報酬にて販売しており、“ESG
投資ならオリックス銀行”と認知されることを目指しています。

預金残高（億円） 貸出金残高（億円） 利回り・資金粗利鞘（％）

2017 20192018

19,169

13,230

5,93816,129
17,483

4,922

12,561

4,867

11,262

■ 個人　　■ 法人（NCDを含む）
（3月期） 2017 20192018

18,678

15,191

2,256
1,1221,122

109

15,397
16,757

2,110
1,206

13,295

1,969
1,187

146
191

12,050

■ 投資用不動産ローン等 ■ 法人向け
■ カードローン ■ その他

（3月期）

2.07

0.18

2.25

2.15

0.18

2017 20192018

　 資金運用利回り
　 資金粗利鞘

　 資金調達利回り

2.17

0.20

2.37 2.33

（3月期）

リテール
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事業別戦略

ユニット  クレジット

事業概要
　オリックス・クレジットは、「ローン事業」「信用保証事業」「モー
ゲージバンク事業」の3つの柱で、リテール向けの事業を展
開しています。ローン事業では、主に個人のお客さまへ無担
保・無保証ローンを提供しており、主力商品は1987年に販売
を開始した「オリックスVIPローンカード」です。効率的な事
業運営と、長年培った審査力を生かし、業界トップクラスの低
金利と大型枠という、お客さまにとって使い勝手のよい商品
とサービスを提供しています。信用保証事業では、ローン事
業で培った与信ノウハウをベースに、主に金融機関が取り扱
う無担保ローンの保証を行っており、2019年3月末時点で
184の金融機関と提携しています。2017年より開始したモー
ゲージバンク事業では、「フラット35」を中心とした住宅ロー
ンを取り扱っています。

成長戦略
　消費者ローン市場は、近年存在感が高かった銀行カード
ローンの成長が鈍化し、貸金業者による貸付残高は下げ止ま
りの兆候が見えています。VIPローンカードのブランド価値
をさらに高め、商品性やサービスを強化し、優良顧客の獲得
を推進します。また、顧客基盤のある企業とのITやデジタル
を活用したアライアンス戦略を進めます。
　信用保証事業では、新規提携先の開拓とあわせて、既存提
携先へ個人向け証書貸付型フリーローン商品の販売促進提
案などによる取引の活性化を行います。また、保証提携先の
ポートフォリオ管理を強化して、小口分散化された良質な債
権の積み上げによる保証残高の拡大を図ります。
　モーゲージバンク事業では、代理店網を拡大し、「フラット
35」市場での取り扱いシェア上位を目指します。また、リバー
スモーゲージ型住宅ローンの取り扱いを開始するなど、多様
な資金ニーズに対応した商品メニューの拡充を行います。

2017 20192018

3,431

2,497

2,971

（3月期）

強み
●  VIPローンカードのブランド（歴史）
●  長年培った審査力

チャレンジ

●  少子高齢化や生活スタイルの変化による
借入需要の減少

●  消費者ローン市場を取り巻く社会環境
（法規制）の大きな変化

機会

●  貸金業者による消費者ローン市場の
貸付残高は下げ止まりの兆候

●  提携先とのコラボレーションによる
集客機会の増加
（データ、AI、デジタルなどを活用）

リスク
●  経済環境の悪化（不良債権の増加）
●  FinTech企業など他業種からの参入による
消費者ローン市場のさらなる競争激化

一般個人ローン保証残高の推移
（億円）

リテール
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海外

ユニット  OCU（ORIX Corporation USA）

事業概要
　1981年に設立されたOCUは、オリックスグループの米
州における戦略的事業拠点として米国およびブラジルに35
を超える拠点を構え、地方債など有価証券投資、不動産・イン
フラ向けファイナンス、プライベートエクイティ投資、アセット
マネジメント事業などを展開しています。
　2016年に開始したプライベートエクイティ投資では、米
国における公共インフラ設備の老朽化、設備の入れ替えやメ
ンテナンスの需要の高まりから、公共インフラ関連サービス
企業へ投資を行うなど、有望業種を対象とした事業投資を
行っています。
　アセットマネジメント事業では、2010年以降、ローン組成・
サービシング会社やアセットマネジメント会社を複数買収し、
事業拡大を図っています。2018年8月には、米国で主にミド

ルマーケット＊1向けのレバレッジド・ファイナンス＊2、不動産ファ
イナンス、投資運用管理事業を行う独立系ローン・アセットマ
ネジメント会社NXT Capital Group, LLC（NXT Capital）
を買収しました。

成長戦略
　米国のアセットマネジメント事業は拡大する方針です。
NXT Capitalは自己勘定での貸し付けのみならず、業界内
での高い知名度と実績をもとに優良な機関投資家の資金を
活用するなど、金利収入に加えて多面的な手数料を獲得す
る収益性の高いビジネスモデルを構築しています。OCUが
手がけているレバレッジド・ファイナンス事業をNXT 
Capitalに統合し、米国ミドルマーケット向けのファイナンス
事業の総合的な強化を図ります。

プライベートエクイティ投資事業：2016年以降の投資先
投資先 投資開始 業種／事業内容

RoadSafe Traffi  c Systems, Inc. 2016年3月 交通インフラ安全サービス
Protection Services Inc. 2016年11月 交通インフラ安全サービス
Hoff man Southwest Corporation 2017年2月 水道関連保守・管理サービス
Beth’s Barricades 2017年7月 交通インフラ安全サービス
Peak Utility Services Group 2018年6月 公共インフラ設置・保守サービス
NTI Connect, LLC 2018年12月 通信インフラ設置・保守サービス
Tri-State Utilities Co. 2019年2月 公共インフラサービス
Accumark, Inc. 
Benchmark VA LLC Subsurface Utility Services
Pipe Vision, LLC

2019年5月 公共インフラサービス

Utility Sales & Service Inc. 2019年7月 公共インフラ設置・保守サービス

※ アセットマネジメント事業の主な子会社とそのAUM・利益については、P.25をご参照ください。

1971年の香港進出以降、2019年3月末時
点で、世界36カ国・地域（日本を除く）に
730拠点の海外ネットワークを構築してい
ます。アジアでは、現地に根づいた金融サー
ビス事業を展開しています。アセットマネジ
メント、航空機・船舶関連では、専門性を生
かし、グローバルに事業を展開しています。

¥€
アセットマネジメント、航空機・船舶関連、企業投資、金融

＊1 中堅企業市場
＊2 買収先の将来キャッシュ・フローと資産を担保とする金融手法
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ユニット  OCE（ORIX Corporation Europe）

事業概要
　オリックスは、2013年にオランダに本社を置く資産運用
会社Robeco Groep N.V.を買収し、グローバルなアセッ
トマネジメント事業に本格参入しました。2018年に商号を
ORIX Corporation Europe N. V.に変更しています。
OCEの傘下には「ロベコ」ブランドで資産運用事業を手がけ
るRobeco Institutional Asset Management B.V. の
ほか、複数の資産運用会社があり、オリックスグループの資
産運用事業を牽引しています。ロベコは1929年の創業か
ら長きにわたり、常に新しい運用技術を研究しながら投資実

績を重ね、今では株式から債券まで幅広いアクティブ運用の
投資ソリューションを提供しています。年金、銀行、保険、公
的機関など欧州の多くの機関投資家を顧客としています。
ファンダメンタル、サステナビリティ、クオンツ運用の3つの
分野のリサーチを独自の方法で融合することで、革新的な
運用戦略を提供しており、サステナビリティ投資、クオンツ運
用の両分野では、パイオニアとして世界をリードしています。
現在は、サステナビリティ投資が欧州だけでなく世界中に広
がる動きを見せているなど、ロベコの強みが生かせる分野
も広がっています。

OCE傘下の資産運用会社：5社合計の2019年3月末のAUM＊１は37兆円、2019年3月期のセグメント利益（税前）＊２は351億円
子会社名 主な事業内容

Robeco Institutional Asset Management B.V. 株式、債券、投資ソリューション

Transtrend B.V. CTA＊3

RobecoSAM AG サステナビリティ投資

Harbor Capital Advisors, Inc. マネージャー・セレクション＊4

Boston Partners Global Investors, Inc. 米国・グローバル株式

＊1 AUMの数値はServicing Asstsなども含む概算値
＊2 2019年3月期の実績をもとに概算
＊3  コモディティ・トレーディング・アドバイザー。ヘッジファンドなど、商品先物のみではなく、通貨、株価指数先物など広範な金融商品に分散投資して、
顧客から預かった金融資産を運用する企業や運用者。

＊4 株式・債券のミューチュアルファンドを組成し、ファンドごとに最適な運用会社（ファンド・マネージャー）を選定すること。

強み

●  幅広い金融サービス事業を手がけ、
さまざまなキャピタルソリューション提供が
可能

●  各分野のビジネスに精通したスペシャリスト
人材の活用

チャレンジ

●  ストックビジネスからフィービジネスへの
転換による継続的収益拡大

●  投資分野における同業他社との
厳しい価格競争環境

機会

●  米国の公共インフラサービスに対する
旺盛な需要

●  アセットマネジメント市場拡大に伴う運用資産
の拡大

リスク
●  旺盛な投資意欲を背景にした買収価格の
高騰

●  米国経済の景気減速に伴う収益低下

　プライベートエクイティ投資では、新規投資の拡大、既存
の投資先企業による追加買収などの機会を着実に捉えて
いきます。2019年には、水道関連保守・管理サービスを手
がける既存投資先Hoffman Southwestにて、同業他社
にあたるTri-state、Accumark、Benchmark、Pipe Vision

を買収、また同じく既存投資先のPeak Utility Services
にてUtility Sales & Service Inc.を買収し、事業を拡大し
ています。今後も新規投資、既存投資先の追加買収などを
通じて、米国成長産業を中心とした旺盛な需要を取り込ん
でいきます。

事業別戦略
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成長戦略
　ロベコについては、2013年の買収以降、運用資産規模の
拡大を目指してM&Aを検討してきました。価格の高騰により
実現できていませんでしたが、直近では価格が下がっており、
買収の検討を進めます。同時に、アセットマネジメント事業全
体の再編・統合も進め、新たな買収先とのシナジー効果が出
やすくすることを目指します。
　資産運用業界では、アクティブファンドからパッシブファンド

への資金移動が継続しています。ロベコはアクティブファンド
に分類されるため、環境としては逆風です。また、業界全体では、
フィーに対する引き下げ圧力も大きくなっています。そのため、
収益性の維持・成長に向けて、商品の補完やディストリビューショ
ン（マーケティング資料の作成や販売戦略の支援などファンド
の販売に関わるサポートであり、投資家と接点を持つ業務）の
拡充を進めます。

ユニット  航空機・船舶

事業概要
航空機事業
　1978年の航空機リース事業への参入より、40年にわたる
航空事業ノウハウを蓄積しています。1991年にアイルラン
ドに設立したORIX Aviation Systems Limited (OAS) は、
航空機のアセットマネジメントに強みを有する大手航空機リー
ス会社です。自社保有機のリースに加え、米国ヘッジファンド
などとの共同投資や、国内法人投資家向けの航空機投資ア
レンジを行っています。また、共同投資のパートナーや国内
法人投資家には機体のアセットマネジメントサービスを提供
しており、航空会社との折衝、機体の運航・整備状況のモニタ
リング、機体の売却などの業務を手がけています。OASでは、
2019年3月末時点で200機以上の機体を保有・管理し、世
界30カ国以上、70社を超える航空会社に対してリースして
います。さらに、2018年11月には、世界第3位の航空機リー
ス会社Avolon Holdings Limited（Avolon）の発行済株式
の30％を取得しました。Avolonは航空機メーカーに機体を
直接発注し、新造機デリバリーと同時に航空会社にリースす
ることをメインとしており、一方、OASは航空会社にリース

中の機体を取得することをメインとし、航空機リースにおけ
る事業領域を大きく拡大しています。

船舶事業
　1971年に船舶リース事業を開始し、1977年に船舶に関連
する管理業務を行うオリックス・マリタイムを設立、1980年代
からは自社で船舶を保有し、国内外の海運会社に傭船する船
舶投資事業を開始しています。また、1996年に国内で初めて
法人投資家向け船舶投資事業（小口）の組成を行い、現在でも
多数の投資案件をアレンジし、お客さまに提供しています。
約50年にわたる事業運営を通じ、船舶のファイナンス、自社保
有船の管理・運航、船舶の売買・仲介に至るまで、船舶に関する
さまざまなノウハウを蓄積しています。ロンドン、台湾、シンガ
ポール、東京の4カ所に拠点を設け、2019年3月現在、12隻
のバルカー（ばら積み貨物船）を保有し、今後2年間で14隻の
バルカーが竣工する予定です。保有船舶および今後竣工する
船舶は、すべて低燃費・高品質である日本の造船所で建造し
ています。そのほか、船舶に対して環境負荷の低減に寄与す
る取り組みを行い、海洋環境の保全に貢献しています。

強み
●  幅広い商品ラインアップと投資家層を有する
●  長期的なトラックレコードに裏付けられた
豊富な経験、卓越したリサーチ体制

チャレンジ

●  運用パフォーマンスの悪化や競争激化による
資産運用残高の減少

●  資産運用残高のサイズが比較的小さく、
規模のメリットを取り込みづらい

機会

●  資産運用業界ではグローバルで運用資産の
拡大が予想される

●  資産運用業界の再編に伴う
M&A機会の増加

リスク

● 優秀な人材の流出による運用体制の脆弱化
●  資産運用業界の大きなトレンド：アクティブか
らパッシブヘ（ロベコはアクティブに分類）およ
びフィーへのプレッシャーの拡大

海外
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成長戦略
航空機事業
　OASでは、旅客マーケットの将来性を踏まえて既存事業
の持続的な成長を目指し、航空会社やリース市場の動向、投
資家需要を見ながら、保有ポートフォリオの拡大を進めます。
また、航空会社のクレジットを重視した資産の入れ替えを行い、
保有ポートフォリオの質の向上を図ります。
　Avolonでは利益の最大化を目指します。オリックスの出
資によりAvolonの資金調達環境は大きく改善しており、シ
ナジー効果が出ています。

船舶事業
　マーケット環境を注視しながら、柔軟に資産の入れ替えを行っ
ていく方針です。2015年から2017年のマーケット低迷期に
は、マーケットが底値付近と判断し、2015年にはバルカー21
隻を発注、2017年には欧州の金融機関から正常債権を中心
とした船舶担保ローン債権を割安な価格で購入しました。い
ずれも割安な時期での投資であり、ローン債権は早期弁済に
より順調に回収が進んでいます。引き渡しの到来するバルカー
はすでに一部売却済みであり、今後もマーケットを注視しつつ
最適なExitを検討します。また、引き続き国内法人投資家向
けの船舶投資アレンジによる手数料収入の拡大を目指します。
新規事業としては、優良パートナーと協働して、コンテナリー
スなど船舶事業の隣の領域への横展開を検討します。

強み

●  航空機のソーシング能力と
高品質なアセットマネジメントサービス

●  Avolonによる航空機メーカーへの
発注ビジネスモデル

チャレンジ
●  シクリカルな航空機マーケットにおける
高度なリスク管理

●  有望な人材の拡充

機会
●  世界的な旅客輸送量の増加を受けた
航空機需要の増加

●  航空会社によるリース活用の増加
リスク

●  世界経済の減速、戦争・テロ、
感染症などによる旅客需要の低下

●  航空会社の倒産

強み

●  管理業務を行う機能（オリックス・マリタイム）
を有する

●  リース収益、売却益、資産管理手数料という
分散化された収益源

チャレンジ
●  ファンドなどの市場参入による
需給バランスの悪化

●  管理業務に精通した人材の世界的な不足

機会

●  マーケット回復に伴う、
新造船（2019年～2020年竣工）Exit

●  クリーンエネルギーのLNGを燃料とする
LNG船など海運の環境負荷軽減に関連する
投資機会

リスク

●  保護主義の加速による貿易量の減少
（海上荷動き量の減少）
●  世界経済の減速に伴う投資家マーケット
の悪化

航空機事業

船舶事業

航空機事業の収益機会
航空機事業の収益機会 リース収益 売却益 手数料収益

自社保有 保有機体を航空会社にリース 〇 〇

共同投資
共同投資家と機体を保有し航空会社にリース 〇 〇
機体のアセットマネジメントサービスを共同投資家から受託 〇

航空機投資アレンジ＊
投資家に航空機投資をアレンジ 〇
機体のアセットマネジメントサービスを投資家から受託 〇

＊ 航空会社から支払われるリース料と、数年後の航空機売却により、投下資本の回収とキャピタルゲインの獲得を狙う投資取り組みのアレンジ

事業別戦略
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強み

●  長期にわたって培ってきた現地での専門性や
ネットワークを有する

●  オリックスグループの国内事業の
ノウハウを活用できる

チャレンジ
● 事業の多角化が進んでいない
●  従業員のスキルと意識が伝統的なリース事業
に偏っている

機会

●  アジア地域の新興国においては、
中間層が増大するなど経済成長、
マーケットの拡大が続いている

●  日中イノベーション協力対話による
医療・メディアなどの領域での機会創出

リスク
● 比較的高い金利や為替のボラティリティ
●  各国個別には選挙など政治的な不透明要因が
ある

中華圏のプライベートエクイティ投資実績
投資先 投資開始 業種／事業内容

海昌海洋公園 2010年 中国国内10カ所でオーシャンテーマパークを運営

中国水務集団有限公司 2011年 中国本土で上下水道サービスを提供

上海点栄金融信息服務有限責任公司（点融：ディエンロン） 2018年 P2P金融

北京閃銀奇異科技有限公司（Wecash） 2018年 個人信用情報サービス

首鋼集団有限公司 2018年 鉄鋼製造、都市インフラ開発

※ アジア豪州等の現地法人についてはP.89をご参照ください。

船舶事業の収益機会
船舶事業の収益機会 傭船料 売却益 手数料収益

自社保有 保有船舶を海運会社に傭船 〇 〇

共同投資
共同投資家と船舶を保有し海運会社に傭船 〇 〇 〇
運航管理を共同投資家から受託 〇

船舶投資アレンジ＊
投資家に船舶投資をアレンジ 〇
運航管理を投資家から受託 〇

＊ 海運会社から支払われる傭船料と、数年後の船舶売却により、投下資本の回収とキャピタルゲインの獲得を狙う投資取り組みのアレンジ

ユニット  アジア豪州等

事業概要
　海外事業部門では、1971年の香港進出以降、東南アジア、
南アジア、オセアニア、中東に現地法人を設立し、グローバル
ネットワークを形成しています。主に金融サービス事業を展
開しており、国ごとに異なる商習慣や法規制などを熟知した
現地法人が、現地のお客さまに対して機械・設備リース、自動
車リース、割賦、融資、レンタルなどを提供しています。中華圏
（中国、香港、台湾）の現地法人では、プライベートエクイティ
投資も行っています。各現地法人では、オリックスの国内事
業で培ったノウハウを活用し、事業の多角化を図っています。

成長戦略
　リースやファイナンスのような伝統的な金融サービス事業
を展開する現地法人では、国や地域によっては、収益性や成
長性が逓減する傾向が見られます。そのため、国の人口や経
済などの市場規模、市場の成長性、競合状況を踏まえ、注力
市場・事業のメリハリをつけ、ポートフォリオの最適化を進め
ていきます。また、各現地法人では事業の多角化や、新規事
業の確立による脱リースにも注力します。あわせて人材の多
様化を進め、金融だけでなく、ITなどリース以外の知識・経験
を有する人材を採用し、伝統的なリース会社として固定化さ
れた経営体制を刷新します。
　中華圏でのプライベートエクイティ投資事業では、引き続
き現地人材のノウハウや専門性を生かしたネットワークのもと、
投資機会、事業機会の創出を進めます。

海外
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