
ライフサイクルマネジメントを
強化した航空機ビジネスの
未来とプレゼンス

東京センチュリーグループの
航空機ビジネスSpecial Feature

2019年12月に米国大手航空機リース会社であるAviation Capital Group（ACG）
を完全子会社化、新造機を中心とする航空機のオペレーティング・リース事業に主体
的に取組むことが可能となりました。

　東京センチュリーは、航空機のレバレッジドリース

（日本型オペレーティング・リース）事業への参入を

皮切りに、航空機のリース・ファイナンスを30年以

上にわたり手掛けています。航空機は適切なメンテ

ナンスを実施することで25年以上にわたる長期の

使用が可能であるなど、オペレーティング・リースの

対象資産として相応しい物件です。航空機のセカン

ダリーマーケットを把握し、将来価格を見極める専

門性を追求するほか、メーカーおよび航空会社との

リレーションを構築することで、競争力の高いオペ

レーティング・リースが提供できるものと考えてい

ます。

　航空機の使用価値が残存する限り、市場での売却

や別の航空会社へのリースによる回収も可能であ

ることから、航空機のオペレーティング・リースは、

投下資金の回収確度の高い金融・サービスと言えま

す。また、サステナビリティの観点においても、航空

機の長期使用に加えて、退役後の機体を解体し部品

としての再利用も可能であり、循環型経済社会の形

成に貢献できる事業でもあります。

　航空機市場は今後も拡大が続く成長分野であり、

ACGを中心に競争力の高い航空機のオペレーティン

グ・リースを提供することで、世界の航空輸送需要を

サポートしていく考えです。

　今後は、当社・ACG・GA Telesis （GAT）の3社協働を軸

に、業界でもユニークな新造機のオペレーティング・リー

ス、日本型オペレーティング・リースの組成、エンジンリー

ス、航空機の部品販売・サービスまでを幅広くカバーする

航空機ライフサイクルマネジメントを強力に推進していき

ます。グループのシナジーを発揮し、お客さまにご評価い

ただける最適なソリューションを提供することで、航空機ビ

ジネスにおけるリーディングカンパニーを目指します。

地球をモチーフにした球体には東京センチュリーの 「T」と「C」をあしらい、

飛行機がACG本社のあるアメリカ西海岸から

日本へ向けて飛び立つ様をデザインしました。
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東京センチュリーグループの
航空機バリューチェーン

東京センチュリーグループの
航空機ビジネスSpecial Feature

※日本型オペレーティング・リース 〔JOLCO/JOL〕とは
航空機における日本型オペレーティング・リースとは、複数の法人投資家による匿名組合出資の形態をとることにより、一般事業会社による航空機リース事
業への参加を可能にするものです。JOLCO（Japanese Operating Lease with Call Option）とは、レッシーが一定の条件のもとリース物件である航空機
を購入できるという選択権（オプション）が付与されたものです。これに対してJOLは、購入選択権がないものを示します。

機材の入手

部材の調達

Gateway
Engine 
Leasing

東京センチュリー 
議決権16.7%

エンジンリース会社

当社は2012年以降、他社に先駆けて戦略的に航空機のライフサイクルマネジメントを可能にする
バリューチェーン構築を目指してきました。
ACGの完全子会社化により強化されたバリューチェーンを活かして
グループシナジーを発揮していきます。

　GATは米国を拠点にグローバルに航空部品・サービ

ス事業を展開。航空機業界においてユニークかつ重要

なポジションを築いています。

　LCCの台頭によって航空機機材の使用頻度が高まっ

ていることから、中古機体の解体やエンジン部品などの

補修販売、エンジンリース、アセットマネジメントなどを

手掛けるGATの競争優位はより高まっています。特にエ

ンジンは機体納入時に搭載されるもの以外にスペア需

要が一定数量存在し、航空機の機体装備品の中でも最

も高額なパーツであることから、一層の伸長が見込まれ

ています。

　GATは東京センチュリーグループ全体のリース満了

時における機体売却などの出口処理能力を大幅に高め

ることが可能で、当社航空機バリューチェーンの価値最

大化に大きく貢献しています。 Operating 
Lease

Engine 
Lease Finance

Inventory 
Finance

航空機
オペレーティング・リース航空会社

エンジンリース

パーツ売買

在庫ファイナンス

日本型航空機
オペレーティング・リース※

航空機製造メーカー

航空機
ファイナンス

国内最大級の
ネットワークを誇るLCC

GA Telesis 40%、
全日空商事 40%、
東京センチュリー 20% 
出資

運用

Maintenance, 
Repair,
Overhaul 航空機関連機材の

整備・修理・点検

米国を主要拠点とし
世界各国で航空機部品・サービス事業を展開。
中古機体、部品売却等の出口処理を担う。

世界45カ国超、
90社以上の航空会社へ
航空機のリースを行う。

東京センチュリーの
持分法適用関連会社
保有持分49.2% JOLCO /JOL

GA Telesis
業界でも重要なポジションを占め、

世界各国で航空部品・サービス事業を展開

社長メッセージ

President and CEO/

Abdol Moabery

　GA Telesisは、航空機パーツのサプライチェーン、コ

ンポーネント、機体構成部品およびエンジンのメンテナ

ンスのパイオニアとして、また商業用航空機、エンジン

や部品在庫に関する独自のファイナンスを創出し、業界

をリードしてきました。航空機市場がこれまでにない速

いスピードで変化する中、サプライチェーンからメンテ

ナンス、アセットマネジメントに至るライフサイクルマネ

ジメントが極めて重要になっていると感じています。

そこで当社は、航空機やエンジンのライフサイクルを通

じて商品やサービスを提供する企業のネットワーク「GA 

Telesis Ecosystem™」を構築し、当社のエコシステムの

一部であるお客さまに対する新たな商品やサービスの

提案に活かせるようにしました。競合他社には無い独自

の機能を通じ、お客さまとの一体化を図っています。

　また、自社の事業活動による社会課題の解決に貢献

する義務があると考えており、これまで20万トン以上に

上る金属のリサイクルを通じた、温室効果ガスの削減に

取組んできました。この偉大な地球の住民として、さらに

事業を通じた温室効果ガスの削減に注力していきます。

　当社は東京センチュリー、ACGとの連携を図るととも

に、今後もお客さまに寄り添い、効率的かつ革新的なこ

れまでにない航空事業会社を目指していきます。厳格な

リスク管理体制、優れた業務オペレーションおよび結束

したチーム力のもと、強固な金融基盤を持つ業界のマー

ケットリーダーとして邁進してまいります。

航空機エンジンリース事業の拡大を目指し、当社は世界

有数のエアライングループ傘下の全日空商事と事業ノウ

ハウを持つGATと3社でエンジンリース事業の合弁会社

Gateway Engine Leasingを2019年に設立し、業界を牽

引すべく日々活動範囲を拡げています。
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Special Feature 東京センチュリーグループの
航空機ビジネス

地域別残高比率（簿価ベース）※1

ACGの強み

　2019年12月に完全子会社となったACGは、創立30

年を迎えた業界先発組の米国大手航空機オペレーティ

ング・リース会社です。世界45カ国超、90社以上の航

空会社へ航空機のリースを行っており、流動性の高い

ナローボディ機を中心に、保有

管理および発注済み機体数は

約500機※1と世界有数のオペ

レーション規模を誇ります。

　ACGの強みは、機体購入における価格交渉力、機体

リース先を確保するマーケティング力、創立から30年

の間、数々のエアライン破綻にも対応してきた適切な

リポゼッションノウハウ、高い資産流動性と受容可能な

リスクを見極めた堅確な事業運営の実績です。

　特に保有資産においては、世界で汎用性の高いボー

イング737シリーズやエアバスA320シリーズなどのナ

ローボディ機に特化することで流動性を確保し、安定、

かつ収益性の高いポートフォリオを構築しています。こ

うした強みを背景に、管理保有機体数ベースで世界第

11位※2に位置しています。

Aviation Capital Group

航空機リースのフルプラットフォームを
擁するグローバル企業

　ACGのグローバルネットワーク、マーケティングやテ

クニカル、アセットマネジメント機能などの強固なフルプ

ラットフォームは、東京センチュリーグループの航空機

ビジネスに多くの知見をもたらしています。
※1 2020年3月末時点
※2 出典・FlightGlobal (Cirium)、ACG対外公表資料
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社長メッセージ

President and CEO/Khanh T. Tran

ビジネスパートナーとしての

東京センチュリー・GA Telesis

　東京センチュリー（以下「TC」）は、航空機事業に対す

る豊富な経験と知見を有していることや、顧客志向の企

業文化、事業改革などに取組んでいる点など当社との

共通点が多く、理想のビジネスパートナーと言えます。

　2017年の資本参加以降、TCは当社のマネジメント、

現場レベル、事業戦略、オペレーション、リスク管理に

おいて極めて重要な役割を果たしており、当社の事業

成長に欠かせない存在となっています。

　また、中古機体、航空機のエンジン、パーツ等のサー

ビスを手掛けるGATとの協業も開始しています。機齢

の若いナローボディが主軸である当社と中古機体や

パーツの取り扱い等に強みを持つGATは、得意分野が

異なる補完関係にあります。既にGATへの中古機体の

売却実績があり、両社で機体の共同購入も視野に入れ

た協議も開始しています。

　当社、TC、GATの3社の連携強化とそれぞれの強み

を発揮することで、私たちグループは航空機市場のさ

らなる成長に貢献できると考えています。

今後に向けたトップの思い

　A C Gが目指す企業像は「W W W企業」、すなわち

「世界トップクラスの、成功した、熱意あふれる企業」

（World Class, Winning, Wholehearted）です。既に

「世界トップクラス」の「成功」した企業として30年以上

の実績があり、そして何よりも「熱意に満ちた」人々の

集団であること、それがACGだと考えています。ビジ

ネスに情熱を持って取組み、単に仕事をこなすのでは

なくACGの一員として共に挑戦できる人材が集まって

います。こうした人材こそが当社を成功に導く原動力

であり、最も大切な資産であると考えています。

　当社は、お客さまや投資家の方々に「 I nnoV ia t i ve

（Innovation＋Aviation）」なソリューションの提供により、

航空機のオペレーティング・リースと信用補完のための

ファイナンスソリューション（Aircraft Financing Solutions

=AFS）の両方を提供できる唯一のリース会社です。

　事業理念として、①汎用性および需要の高い機体

（主力はナローボディ、ワイドボディは航空会社の主力

機で需要の高い機体のみ）に注力すること、②顧客の

信用リスクの分散（約45カ国・90社)、③調達手段の多

様化（銀行、投資家、有担保・無担保、米国・米国外）に

よる長期資金の確保、④各格付機関における投資適格

格付の維持、⑤収益源の多様化（オーダーブック、セー

ル＆リースバック、売買、AFS）等を掲げ、安全性を重視

した運営を行っております。

　あらゆる産業にはビジネスサイクルがあり、私たち

の事業もこれを避けることはできません。当社は航空

機事業における専門性と汎用性の高いナローボディに

注力するなどの堅実な事業理念のもと、これまで幾度

となく訪れた市場減退期を乗り越え、着実な事業発展

を実現してきました。業績についても1989年の創業

から2019年度決算に至るまで利益計上を続けてお

り、今後も安全性を重視した運営のもとさらなる成長

を目指していきます。

　最後になりますが、TCグループの一員として市場の

期待に応えられるよう、これからも全力を尽くしていき

たいと考えています。

● ACGのオフィス等の所在地

United States
& Canada 
13%

Central America,
South America
& Mexico 
10%

Europe 21%

Middle East & Africa 9%

South 
Asia 5%

China
15%

Asia 
Pacific
27%

東京センチュリー、GAT、ACGのシナジーの最大化により、

幅広いお客さま、投資家の皆さまにソリューションを提供します。

ナローボディ
（単通路機）

Engine 
Value

鑑定価格

機体価格

ワイドボディ
（双通路機）

1.  ボーイング・エアバスに数年先の機体をオーダーするなど、リース先を確保でき
る高いプレイスメント能力

2.  機体のコンディションをモニタリングする専門のテクニカルチーム
3.  機体を引き揚げて他の航空会社と速やかにリース契約が行えるリポゼッション・
マーケティングノウハウ

4.  幅広い顧客層
5.  将来価格を見極めるノウハウ

　エンジンの価値は6年に一度の重整備を経て回復するなど、航空機は適切なメン
テナンスや管理を行うことで長期にわたる使用が可能です。航空機のリースには、さ
まざまなノウハウが必要ですが、ACGはそのすべての要素をカバーしています。
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