レポート

Corporate Social Responsibility Report 2012

Top Message
事業を基点としたCSR活動を通じて、
あらゆるステークホルダーとともに成長する
企業を目指します。
代表取締役社長

浅田 俊一

東京センチュリーリースは、みずほグループ、伊藤忠商事を大株主に持つ総合リース会社です。時代の変化とともにさまざまな
お客さまのニーズが生まれる中、私たちはリース事業はもとより、強みとする情報通信機器リースを通じて培ったITサービス
（中古パソコンの再生・再販事業、資産管理などのITソリューション事業）や専門ファイナンス、また業界トップクラスの海外
ネットワークを活かした海外事業など、既成概念にとらわれることなくビジネスモデルの変革を進め、ソリューション型の総合
ファイナンス・サービス企業としてお客さまとともに成長していきます。また、私たちは当社グループの業績の拡大だけではなく、
業界のリーディングカンパニーの一社として、社会面・環境面でもバランスのとれた経営を行い、社会から信頼される企業を目指
していく所存です。
私たちは事業を行うにあたり、リース事業自体が循環型社会の形成に大きな役割を果たしていることを充分認識し、リース期間
終了後の物件のリユース・リサイクルの徹底に取り組んでいます。また、東日本大震災の発生以降、再生可能エネルギーへの注目が
集まる中、当社は風力発電事業へのプロジェクトファイナンスを通じて培ったノウハウを基に、太陽光発電など環境ビジネスへの
取り組みをさらに推進していきます。一方、社内では「環境マニュアル」を定め、電気・紙・ガソリンの使用量の削減や営業車の
エコドライブ推進などに努め、社員一人ひとりが環境保全に配慮した行動を実践しています。さらに、企業価値の一層の向上を
目指し、コンプライアンス、内部統制システム、リスク管理等の体制強化を継続し、経営基盤の強化に努めています。
このレポートは、当社グループの事業を通じたCSR活動をステークホルダーの皆さまにわかりやすくお伝えすることを目的に
作成しました。私たちはこれからも、お客さま・お取引先、株主、従業員、地域社会といった、すべてのステークホルダーの皆さま
とのコミュニケーションの基本となるCSR活動の情報開示に努めてまいります。今後とも、皆さまからの一層のご支援・ご鞭撻を
賜りますようお願い申しあげます。

編集方針
このレポートは、東京センチュリーリースグループの事業

CSRレポート
（冊子）

を通じたCSR活動を、ステークホルダーの皆さまにわかり

●事業を通じた社会貢献

やすくお伝えすることを目的に作成いたしました。

●環境のために
●社会とともに

●報告の対象期間

CSR
レポート
Web版

●ガバナンス体制

2011年4月1日〜2012年3月31日
※ 一 部 に2011年4月1日よりも前、または
2012年4月以降の情報も含めています。

それぞれの活動の概要、報告対象
期間の取り組みや具体的な活動報
告をコンパクトにまとめています。

●事業を通じた社会貢献
●環境のために
●社会とともに
●ガバナンス体制

●報告の対象組織
東京センチュリーリース株式会社を報告主体
として、当社および当社グループを主な報告

●サービスについて

対象としています。

●IR情報

●企業情報

それぞれの活動の概要、報告
対象期間の取り組みや具体的
な活動報告のほかに、
マネジメ
ント体制や恒常的な取り組み
などを紹介しています。

●CSRへの取り組み
Webサイト
http://www.ctl.co.jp/
CSR活動の最新情報や詳細情報のほか、
関連性の高い周辺情報も掲載しています。
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東京センチュリーリースグループのCSR経営
CSR経営の実践

CSR経営の基本的な考え方

東京センチュリーリースグループは、お客さま・

■ 事業を通じた社会貢献
■ 環境のために
■ 社会とともに

お取引先、株主・投資家の皆さま、従業員、地域
社会を含むすべてのステークホルダーの皆さま

経営理

念

から信頼される経営を目指し、企業としての社
会的責任を果たすため、ガバナンス体制の強化

事業

に努めるとともに、環境保全活動、社会貢献、
コ
ンプライアンス、
リスクマネジメント、情報セキュ

社会
環境

経営方

リティを中心にCSR経営を実践しています。

針
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・行動
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従業員

お客さま

お取引先
株主・投資家の皆さま

グループ経営理念
東京センチュリーリースグループは、チャレンジする総合ファイナンス・サービス企業として、お客さまと共に成長し、社会に
貢献します。

グループ経営方針
●お取引先との連携や、グループの総力の結集をもって、最良の商品・サービスを提供し、お客さま満足の向上と信頼の
獲得に努めます。
●透明性の高い健全経営により企業価値を高め、持続的成長を果たします。
●人材育成と自己研鑚の風土を醸成し、すべての役職員が、成長・誇りを実感できる企業を目指します。
●企業の社会的責任を常に意識し、誠実に事業活動を行います。

「FTSE4Goodインデックス」
に選定されました。
当社は、世界の代表的な社会的責任投資
（SRI）指標の一つである
「FTSE4Goodインデックス」
の対象銘柄
に選定されました。本インデックスには、環境持続性、人権、良好なサプライチェーン労働基準、贈収賄防止な
どの分野において国際基準に達した企業が選定されており、SRIファンドなどが投資対象を選択する際の判
断材料として重視されています。
当社は、今後とも社会的責任を果たし、企業価値の向上に努めてまいります。

2

（2012年7月現在）

事業を通じた社会貢献
東京センチュリーリースグループは、みずほグループ、伊藤忠商事などの株主を背景とした、強固かつ広範な事業
基盤を有する業界トップクラスのリース会社です。総合ファイナンス・サービスの提供を通じて、お客さまとともに
成長し、社会へ貢献することに努めています。

東京センチュリーリースグループの事業概要
リースは、
お客さまが必要とされる設備をお客さまに代わって購入し賃貸するという、企業が設備投資を行う際の調達手段の一つであり、
お客さまは所有に伴うさまざまな事務や物件廃棄の手続から解放されるなど、経営の効率化が図れます。
リース事業を核に多様化するお客さまのニーズに合わせながら成長してきた当社は、
モノに関するサービスの
「深化」
とファイナンス機能の
「進化」
により、
リースに留まらない総合ファイナンス・サービスを提供しています。さらに近年では、その事業領域を中国・アジアを中心と
する海外へと着実に拡げています。

ファイナンス事業
●不動産ファイナンス
●船舶・航空機ファイナンス
●環境・エネルギーファイナンス

ファイナンス
機能の「進化」

●医療・福祉関連ファイナンス
●ファクタリング など

海外事業

IT-LCM※サービス

リース・割賦事業
●情報通信機器リース

●各種機械設備リース
●オートリース など

●リマーケティング事業
●資産管理サービス

●データ消去サービス など

モノに関する
サービスの「深化」

●日系企業向けリース・ファイナンス ●各国環境基準に即したIT-LCMサービス
●ベンダーリース ●延払貿易取引 など
※IT-LCM：IT Life Cycle Managementの略

リースの仕組み
リースとは、お客さまが必要とされる設備を、当社がお客
さまに代わって販売会社から購入し、お客さまに一定期間賃

仕様・価格決定

お客さま

貸する取引です。情報通信機器や産業工作機械など事業活動

物件納品

で使用する設備、機器類が対象となり、お客さまは自社購入

リース料
支払

に比べ少ない初期投資で導入できます。また、所有に伴う税

物件代金
支払
売買契約

リース契約

金納付や保険契約、設備廃棄など、さまざまな手続きから解
放され経営の効率化が図れます。
（ 社）リース事業協会の調査

販売会社さま

当社

によると、国内企業の96％がリースを利用しており、設備調
保険契約

達手段のひとつとして浸透しています。

保険会社
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税金納付

地方自治体

事業を通じた社会貢献
循環型社会形成への貢献
リース期間が終了すると、お客さまからリース物件が返却されますので、私たちは責任をもってその物件を適正に処分しなければ
なりません。その意味で、
リース事業は物件のライフサイクル管理を行う事業ともいえます。私たちは、
リース期間が終了した物件の
リデュース、
リユース、
リサイクル
（再販、部品・マテリアルの再資源化）
の３Rを徹底して行うことで、循環型社会の形成に貢献しています。
■ リユース
（再販）
台数

リース・再リース

お客さま

約14万8千台

約14万6千台

2011年3月期

2012年3月期

物件返還
約11万1千台

循環型社会形成への貢献

再販

再資源化

廃棄

2010年3月期

3R徹底の取り組み

出

荷

当社では、
リース期間が終了したパソコン等については、辰巳テ
クノセンターや子会社の株式会社TRYを通じて、残留データの消
去を行い、再生パソコンとしてリユース
（再販）
、
または分解し素材
としてリサイクル
（再資源化）
しています。

入

庫

1
全国各地のお客さまから
リース満了したパソコンが
送られてきます。

検

リユースパソコンとして全国
の中古業者さまを始めとす
るお客さまへ出荷します。

2

7
6

パソコンの
再生過程
（TRYの作業内容）

5

品

3

4

資源リサイクル

リユースできない
パソコンは分解し
て各資源ごとにリ
サイクルします。

保

管

データ消去
1 台 ず つ 検 品し てメー
カー・機種などをバーコー
ドでしっかり管理します。

検

査

検品されたパソコンは機
種ごとに選別して一時保
管されます。
データの消去確認や動作確
認などを行います。

パソコンに残留するデータ
を確実に消去します。
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事業を通じた社会貢献
環境ビジネスへの取り組み
リースだけではなく、私たちの持つ「ファイナンス」機能も重要な事業の一つです。電力不足や原子力発電の見直し機運もあ
り、太陽光や風力、水力、地熱といった再生可能エネルギーに対する注目が高まっています。私たちはこれまで風力発電事業へ
のプロジェクトファイナンスで培ったノウハウを基に「環境ビジネス」への取り組みを推進し、事業を通じた環境保全に努め、
社会の持続的発展に貢献してまいります。

環境プロジェクトファイナンスへの取り組み
地球温暖化の緩和策として、風力や太陽光・バイオマスなどクリーンエネルギー事業については、
制度も拡充しつつあり、
今後ます
ます拡大が見込める分野です。当社では、風力発電事業者さま向けプロジェクトファイナンスを業界に先駆けて取り組んでおり、現
在では全国で13エリア、風車基数で178基の取り扱いがあります。これは、風力発電プロジェクトの売電収入のみを借入の返済原資
としたノンリコース（非遡及型）ローンで取り組んでおり、事業者の信用力・資金力に頼ることなく、当該事業のキャッシュフローに
よる資金調達が可能となるファイナンススキームです。このように社会的意義の高い事業のファイナンスニーズに柔軟に対応する
ことにより、環境ビジネスの発展に寄与しています。
■環境プロジェクトファイナンスのスキーム

事業者さま

プロジェクトファイナンス
（融資）

当社

返済
売電

支払い
収入

電力会社
など

自治体への納税、
メンテナンス
会 社 への 費 用 支 払い 、スポン
サーへの配当など

カーボンオフセット型リースへの取り組み

■カーボンオフセット型自動車リースのスキーム
カーボンオフセット型自動車リース契約

温室効果ガスの一つであるCO2の排出量の削減に向けた取
り組みとして、排出権取引市場が各国で導入されるなど排出
CO2排出量を
算定、通知

権ビジネスが注目を集めています。当社では、15万トンの排

グループ内
オートリース会社

お客さま

排出量料金支払

出権を自社で保有し、お客さまが導入するリース物件から排
出されるCO2に当社の保有する排出権を割当てることで、そ

リース料金支払

当社

のCO2を相殺することができるカーボンオフセットリースを

排出量の
オフセット完了
「排出量償却報告書」
を発行
CO2排出量を当社保有口座から償却代行

提供しています。さらに、当社のリース物件に限らず、お客さ

当社
排出量口座
（15万トン保有）

まが保有する資産や他社のリース物件も対象にカーボンオフ
セットを行うサービスも開始しました。これは業界でも先進
的な取り組みで、お客さまは、自社保有・リース（当社・他社）に

日本政府
排出量
管理口座

カーボンオフセットとは？

かかわらず、
「 営業車」
「 サーバ機器」など物件ごとにCO2排出

企業が事業活動の中で、使用電力の削減やエコカーの導入など

への対策が可能となるサービスです。また、カーボンオフセッ

の自助努力だけでは削減できないCO（カーボン）
を、他の地域
2

トに関する煩雑な事務手続き一切を当社が代行しますので、

で削減された排出量を活用することにより相殺
（オフセット）
する
仕組みのことです。

お客さまは少ない労力で環境保全活動を行うことができます。
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事業を通じた社会貢献
2011年度の取り組み

「おおたメガソーラー事業」
への参画
2012年7月1日、日本においても電力の
「固定価格買取制度
（FIT）
」
が始まり、同日、群馬県太田市が事業主体となる
「おおた太陽光
発電所」
が運転を開始しました。おおたメガソーラー事業は、自治体が実施するFITによる売電事業の国内1号案件で、
「おおた太陽光発電
所」
は一般家庭約446世帯分の年間電気使用量にあたる約163万ｋWhを発電します。当社は発電所の設備機器をメンテナンスを含めて
リースしており、太田市は売電収入をリース料支払に充てるため、
自治体の予算に頼ることなく事業継続が可能な仕組みとなっています。
当社は今後も、地方自治体や一般事業者による再生可能エネルギーの活用と普及を促進し、循環型社会の形成に貢献してまいります。

「おおたメガソーラー事業」向けリースのスキーム
JFE
テクノス
（株）

物件納入
保守・メンテナンス
など
余剰分は
収入

売買契約、
保守・メンテナンス料
支払

保険会社
地方自治体

売電

太田市

支払原資
リース料支払

保険料支払、
税金納付

収入

電力会社
など

リース契約
設備導入費用、保守費用、
各 種 保 険 、維 持 費 用など
を含 めた包 括 的リース契
約
（均等払い）

「おおた太陽光発電所」全景

グローバル規模でのIT-LCMサービスへの取り組み
近年、中国や東南アジアへ進出した日系企業では、進出先での使用済みパソコン・サーバのデータ消去や適正なリサイクル処理
など、ITガバナンスの整備が大きな課題となっています。
当社は、国内ではすでに専門の子会社（株式会社TRY）
を設けていますが、中国・ASEAN地域においても同等のサービスを提供
すべく、2011年12月、世界20ヵ国以上に拠点を持つ大手IT専門リサイクル企業であるシンガポールのTES-AMM社と業務提携
しました。この提携により、当社グループのお客さまに対し、IT機器の回収からリサイクル処理まで、各国のコンプライアンスに準拠し、
適正に処理する体制が整いました。今後もグローバル規模でサービスを拡充し、IT機器の導入から廃棄にいたるまでワンストップで
お取引いただける体制を強化してまいります。

環境・エネルギー問題へ取り組むベンチャー企業への出資
当社は2011年9月、株式会社ユーグレナに出資しました。ユーグレナは世界で初めてミドリムシ（学名：ユーグレナ）の大量
培養技術の開発に成功した東京大学発のベンチャー企業です。
ミドリムシは、植物と動物の両方の特徴を持つ微生物（藻の一種）で、個体当たりの二酸化炭素
の吸収率が高く増殖速度も速いため、地球温暖化防止への貢献が期待されるほか、水中の成分を
取り込む性質を活かし、環境浄化技術への応用も検討されています。さらに、抽出した油から
ジェット燃料を生成できるなど、バイオ燃料としての可能性も高まっています。
当社は、この出資を通じてミドリムシの培養プラント整備に関するファイナンスなどで協業
し、環境・エネルギー分野へ貢献する新技術の開発に寄与してまいります。
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石垣島で培養されたユーグレナは粉末
に加工され、栄養食品の原料として出
荷されています。

事業を通じた社会貢献

み
C -L e a s e の 取り組
T
！
く
聞
に
長
部
環 境エネルギー
当社は、2011年10月に環境エネルギー部を新設しました。同部の設立の目的や現在の取り組み、
今後の展望などについて説明させていただきます。

Q1

Q3

環境エネルギー部の設立の目的を
教えてください。

当社が環境・エネルギー分野において果たすべき
役割とはどのようなものであるとお考えですか。

リースだけではなく、当社の持つファイナンス機能をフル活用し、

当社は、営業基盤強化に向けた経営戦略において、環境・エネル
ギー関連ビジネスを成長期待分野の一つとして位置付けています。

環境・エネルギー関連ビジネスを一層推進してまいります。同ビジ

同分野ではこれまでも、ファイナンスを主に扱うストラクチャード・

ネスは、地球温暖化防止やCO2削減など社会的に意義の高い分野

ファイナンス部が、相応の実績・ノウハウを蓄積してきましたが、今般、

ですが、事業化にあたっては多額の資金が 必要となります。当社

専門部として環境エネルギー部を設けることにより、さらなる取り

はプ ロジェクトファイナンス*を含 め 、さまざまなファイナンス

組みの強化を図ることとしました。

スキームを活用し、お客さまおよび社会的なニーズに対して積極

ファイナンス営業部門
（一部抜粋）

的に応えてまいります。

ストラクチャード・ファイナンス部

*事業から生まれるキャッシュフローを返済原資にファイナンスを行う仕組み

分離独立

環境エネルギー部

Q4

船舶・航空機営業部
医療・福祉営業部

Q2

今後注力していくことなど、展望を
お聞かせください。

東日本大震災を機に、日本における環境・エネルギーを取り巻く
前提が大きく変わりました。当社としては、そのような環境の中で、

現在、
環境エネルギー部では、
どのような
ビジネスに取り組まれていますか。

地球に優しい環境・エネルギー事業に関与することによって、社会
的に意義の高い分野での、なお一層の貢献を果たしてまいります。

従来は、風力発電事業を中心にバイオマス発電や水力発電に対

また、
「おおたメガソーラー事業」
を、エネルギー分野での官民連

するファイナンスを行ってきました。現在は
「再生可能エネルギー

携のモデルケースとして、再生可能エネルギーの普及促進に努め

の固定価格買取制度」がスタートしたことから、太陽光発電（主に

てまいります。

メガソーラー発電所）
に対するファイナンスの相談を多数いただいて
います。当社としても、
これを機に、一層、地球・自然に優しいエネル
ギーへの取り組みに注力する考えです。
一方、再生可能エネルギーは安定性に欠けることもあり、最新鋭

環境エネルギー部  部長
荻野 広明

の低炭素火力発電に対するファイナンスにも積極的に対応して
まいります。
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環境のために
東京センチュリーリースグループは、環境問題への取り組みが社会的責務の一つであると認識し、持続的発展
が可能な社会の実現のため、事業活動のあらゆる分野において環境保全に配慮し行動してまいります。また、環
境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証を取得し、環境負荷軽減に向けた継続的な取り組
みを実施するとともに、環境マネジメントシステムに対する理解や、環境関連の知識の向上を図るため、全役職
員を対象に継続的に教育を行っています。
【適用範囲】

東京センチュリーリース、東京オートリース、TRY、TCエージェンシー、TCビジネスサービス、TCビジネス・エキスパーツ

事業活動を通じた環境負荷軽減のための取り組み
環境マニュアルを作成
日本では、産業部門
（工場等）からの温室効果ガス排出量は横這い傾向ですが、オフィスや家庭部門からの排出量が増加傾向と
なっており、環境負荷が小さいとされているリース業界においてもさらなる削減努力が求められています。そのような中、当社グループ
では環境問題への取り組みとして、社員が普段仕事をする上で実施できるエコ活動をわかりやすくまとめたルールブックとして
「環境
マニュアル」
を作成しています。

エコドライブの推進
当社では全国で125台の営業車を使用しています。ほぼ全車
をエコカー*で導入しているほか、2011年度は全営業車にテレマ
ティクスサービスを導入しました。これにより走行距離・時間・速度
などの運行データを管理・分析し、
「 見える化」
することで安全運転、
テレマティクスサービス用機器を

エコドライブの推進に努めています。

搭載し、運行データを記録

*2005年度「低排出ガス車」3ッ星以上

無梱包配送への取り組み
無梱包配送とは、専用の梱包資材を使用することで、精密機械等を無梱包または簡易梱包で
配送することで、環境負荷の軽減を図るシステムです。パソコンのキッティングやデータ消去を
行う辰巳テクノセンターでは、首都圏エリア内の配送、集荷において無梱包配送を推進してい
ます。また、配送、集荷において当社専用便を使うことで、セキュリティ面へも配慮しています。
当社専用便と専用資材を
使った無梱包配送
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環境のために
省資源・省エネルギー
両面コピー・縮小コピー・複数ページ印刷など紙の出力方法の工夫や、プロジェクタの使用、文書の電子化などペーパーレス化
の推進による紙の使用量削減、クールビズ・ウォームビスの実施や離席・未使用時のこまめなPC電源OFFによる電気使用量の削
減に努めています。また、営業車への低公害車（エコカー）
の導入推進や、社員に対するエコドライブ教育の実施により、燃費向上を
通じた省エネルギーに取り組んでいます。

廃棄物削減
入居するビルや関係先の協力等を得て、社内ゴミの分別チェックや計量を行い、廃棄物の適正管理による廃棄物削減に努めてい
ます。これにより、社員一人ひとりの廃棄物削減に対する意識向上も図っています。

グリーン購入
グリーン購入とは、購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく、環境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環
境負荷の低減に努める企業から優先して購入することです。当社グループは、文房具や印刷物のグリーン購入を推進することによ
り環境負荷軽減に努めるとともに、環境負荷軽減に積極的な企業を支援しています。

リサイクル・リユース
文房具やトナーなど可能な限りリサイクル・リユースに努めています。一例としては、キングジム社製のラベルライター
「テプラ」
の
使用済みテープカートリッジのリユースに協力しています。
また当社の子会社であるTCエージェンシーではレーザープリンタ等で使用できるリサイクルトナーの販売を行っており、環境負荷
の軽減に取り組んでいます。

2011年度の取り組み

環境パフォーマンス報告
当社グループは、環境負荷軽減のために
「環境基本方針」
に基づき、環境マネジメントを実践しています。社員一人ひとりの環境に
対する意識を高め、今後もパフォーマンスの向上に努めてまいります。
環境目的

項目（単位）

2010年度実績

2011年度実績

電気使用量の削減

電気消費量（kWh）

2,796,865

2,274,269

紙の使用量削減※

OA用紙使用量
（枚）

22,878,585

20,038,715

燃費の向上

ガソリン消費量
（L）
走行距離（km）
燃費（km/L）

177,258
2,199,863
12.4

152,373
1,958,250
12.9

※ 購入枚数をA4用紙に換算
（換算倍率：A3は2倍、B4は1.5倍、B5は0.75倍にて算出）
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社会とともに
東京センチュリーリースグループは、
「良き企業市民」
として果たすべき役割を自覚し、お客さま・お取引先、株主・投資
家の皆さま、従業員、地域社会などさまざまなステークホルダーとの調和を図り、豊かな社会の実現に貢献します。

お客さま・お取引先とともに
当社では、お客さま満足の向上を目指し、お客さまから寄せられた意見を営業担当者だけでなく、各商品・サービスの専門営
業部や業務部門とも共有する「お客さまの声」を聴く仕組みを構築しています。そこから得られる情報を活用し、より最適な
サービスの提供につなげています。

「お客さまの声」を具現化
「東京センチュリーリースから送付される窓開き封筒のフィルム部分がリサイクル対応になってお
らず、捨てる際に毎回分別しているため改善してほしい」というお客さまの声があり、当社は環境負荷
軽減の観点から、紙と一緒にリサイクルが可能な「グラシン紙」に切り替えました。

お客さまの海外進出をサポート

現地法人本社

現地法人支店
（または事務所）

中国をはじめとするアジア地域は、多くの日本企業にとって
の 成 長 市 場 と し て、ま す ま す 存 在 感 を 高 め て い ま す。当 社 グ
ループは、国内事業で培ったリースおよびファイナンス全般に
成都

わたるノウハウと、海外に広がるきめ細かいネットワークを最

在では9ヵ国・地域に19拠点を展開しています。

青島
蘇州

武漢
広州

大限に活かしながら、お客さまの海外事業戦略や海外生産拠点
の構築をお手伝いしています。拠点網は年々拡充しており、現

大連

北京

ムンバイ
（インド）

香港

台北
台中
高雄

バンコク
（タイ）

クアラルンプール
（マレーシア）
シンガポール
ジャカルタ
（インドネシア）
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上海

ニューヨーク
（米国）
ロンドン
（英国）

社会とともに
地域社会とともに
当社グループでは、社会貢献活動の一環として、公共の利益に貢献し、営利を目的としない組織、団体を対象に寄付金やリ
ユースパソコンの寄贈を行っています。この他、従業員によるボランティア・募金活動も時機を捉え、積極的に行っています。

社会福祉法人日本介助犬協会への支援
当社では、介助犬の育成に協力するため、株主優待総額の
5％相当額を
「社会福祉法人日本介助犬協会」へ寄付しており
ます。介助犬とは、手や足に障がいのある方の手助けをするた
めに特別な訓練を積んだ犬で、盲導犬が目の不自由な方の目
となって障害物や曲がり角の存在を知らせるように、介助犬は
身体に障がいのある方の手足となり、日常生活における動作

入居ビルでのデモンストレーション

の補助をします。当社では、介助犬への理解促進を図るため、

日本介助犬協会主催の
「介助犬フェスタ2012」
の中で、
2011年の当 社の寄 付 等の活 動に対し、同 協 会より

入居するビルのオーナーさまにもご協力いただき、介助犬のデ

感謝状をいただきました。

モンストレーションを行うなど、認知度向上にも努めています。

介助犬は
「介助犬」
の表示がついたユニフォームを着用
しており、飲食店を含む各施設への立ち入りが法律で
認められています。街で介助犬を見かけたときは、温かく
見守ってください。

2011年度の取り組み

寄付金やリユースパソコンの寄贈
・
「日本赤十字社」
へ東日本大震災義援金として1,000万円を寄付
・
「社会福祉法人 日本介助犬協会」
へ150万円を寄付
（2011年3月期の株主優待総額の5%相当額）
・
「財団法人 伊藤忠記念財団
（主たる事業は青少年育成に関する諸事業の助成、諸問題の調査研究等）
」
へ10万円を寄付
・
「日本災害救済ボランティアネットワーク」
「札幌ユネスコ協会」
の2団体が主催する
「カレンダー市」
に約900部のカレンダー・手帳を寄贈
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社会とともに
株主・投資家の皆さまとともに
当社は、株主・投資家の皆さまを始めとするステークホルダーに対し、適時適切
で公平な情報公開を行い、企業活動の透明性を確保する体制を整備しています。
また、当社ホームページを通して積極的かつ適切・迅速な情報発信に努めるととも
に、個人投資家向けの会社説明会や、機関投資家向けの決算説明会を実施してい
ます。特に株主の皆さまに対しては、株主総会や年に2回発行する株主通信を通
じて当社グループの事業戦略などをわかりやすく説明することを心がけています。

個人投資家さま向け会社説明会にて、当社浅田社長によるプレゼンテーション

2011年度の取り組み

個人投資家への情報開示
2011年度は、東京・名古屋・大阪での会社説明会の開催や、東証IRフェスタへ参加を行い、当社
グループの概要や経営戦略についてご説明し、認知度向上および当社グループへの理解促進に
努めました。

「東証IRフェスタ」
にて、ブースでは個別
に当社スタッフによる会社説明を実施

従業員とともに
当社グループでは、従業員一人ひとりが自分の能力を最大限に発揮できる環境を整備し、
「 活力溢れる組
織」
の実現を目指しています。雇用・登用の面では、障がい者雇用や職務転換制度などを整備し、幅広い分野か
らの人材を求め、公平な評価・処遇を通じて意欲溢れる人材に活躍の場を提供しています。また、次世代育成支
援対策推進法に基づき、次世代育成支援に積極的な事業主として認定を受けています。

次世代認定マーク
（愛称：くるみん）

2011年度の取り組み

ワークライフバランスの推進
ワークライフバランス推進の一環として行っている子育てを行う社員の仕事と家庭の両立の支援では、2011年度は産休者12名、
育児休業者22名、短時間勤務者31名となっています。

次世代育成のために
就職活動を控える学生に就業体験の機会を提供するため、インターンシップを実施してい
ます。
２０１1年度は16名の学生が 参加しました。職場見学や、実際の営業現場への同行、採
用パンフレットの企画立案などの体験を通して、
「 働く意味」
「 仕事の醍醐味」
を考えてもらい
ました。
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ガバナンス体制
東京センチュリーリースグループは、企業価値の最大化のためにはコーポレートガバナンスを有効に機能させること
が重要な経営課題であると認識しています。そのためには、内部統制とリスクマネジメントシステムが整備・運用され、
有効に機能することにより企業経営を健全かつ透明性の高いものとするよう努めています。

コーポレートガバナンス体制および内部統制図
コーポレートガバナンス体制および内部統制図
株
選任・解任

主

総

当社グループは、
リスクを
「信用リスク」
「 市場リスク」
「 流動性

会

選任・解任

連携

監 査 役
（監査役会）

連携

監査

選任・解任

監査

監査

総合リスク管理部

案件審査会議

営業ライン・業務ライン

選任・解任・監督

総合リスク管理委員会 など

経営会議

執行役員

合には、危機対策規程にのっとり対策本部を設置し対応する体

チーフ・コンプライアンス・
オフィサー

内部統制委員会

監査

ています。事件や事故が発生した場合は、経営層に速やかに報

報告

代表取締役

指揮・監督

連携

制を整備しています。また、上場企業の責務として
「財務報告の
基本方針」
を定め、信頼性のある財務報告の開示に取り組んで

各種委員会 ALM委員会

会計監査人

内部監査

リスク」
「オペレーショナルリスク」
などに分類し、コントロールし
告されます。災害や重大な事件・事故などの危機が発生した場

選定・解職・監督

任命

報告

顧問弁護士

取 締 役 会

連携

監 査 室

リスクマネジメント

います。当社グループは、
リスク管理の重要性を社内に周知し、
リスク管理を重視する企業風土の醸成に努めています。

グループ会社

情報セキュリティへの取り組み
当社グループでは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格であるISO/IEC27001の認証を取得し、お取引先および
当社グループの情報資産の適切な保護と管理に全社的に取り組んでいます。また、
「 情報セキュリティ基本方針」
を始めとする関連
規程・規則を定め、審議機関である情報セキュリティ委員会や、諸施策の実施責任者である情報セキュリティ責任
者を配置するなど、情報セキュリティに関わる管理体制と役割を明確にしています。さらに、全役職員を対象に教
育・研修を継続的に実施し、情報セキュリティ意識の維持・向上に努めています。

コンプライアンス
コンプライアンスとは、法令はもとより、企業行動規範、社会的規範、企業倫理のほか社内諸規則を順守することと捉えています。その
ため、
コンプライアンス体制の確立を職務遂行上の最優先事項と位置付け、e-ラーニングの利用などにより、
コンプライアンスの周知徹
底を図っています。役職員は、経営理念、企業行動規範、
コンプライアンス管理規程を始めとする社内諸規則や、セクハラ・パワハラの禁
止などを記載した
「コンプライアンスハンドブック」
を常時携帯し、公正で透明な企業風土の構築に努めています。また、2011年には、海
外現地法人向けの英語版
「コンプライアンスブック」
を作成し、海外においてもコンプライアンスマインドの向上に努めています。
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会社概要
商号

東京センチュリーリース株式会社 (略称：TC-Lease)

設立

1969年7月1日

資本金

342億3,104万円

本社住所

〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3 富士ソフトビル

事業内容

賃貸・割賦事業、
ファイナンス事業、
その他

国内拠点

本社、札幌、仙台、立川、つくば、
さいたま、横浜、静岡、名古屋、金沢、京都、大阪、

海外拠点
国内関係会社

神戸、岡山、広島、福岡

上海、大連、北京、青島、蘇州、成都、武漢、広州、香港、台北、台中、高雄、バンコク、

クアラルンプール、シンガポール、ジャカルタ、ムンバイ、ニューヨーク、ロンドン
【連結子会社】

東京オートリース株式会社

株式会社オリコオートリース
富士通リース株式会社

エス・ディー・エル株式会社

株式会社IHIファイナンスサポート
TCIファイナンス株式会社

TCプロパティーソリューションズ株式会社
株式会社アイテックリース
株式会社TRY

TCエージェンシー株式会社

TCビジネスサービス株式会社

TCビジネス・エキスパーツ株式会社

【持分法適用関連会社】

日本カーソリューションズ株式会社

ニッポンレンタカーサービス株式会社

お問い合わせ先 : 広報 IR 室
TEL : 03-5209-6710  FAX : 03-5296-0221

東京センチュリーリースは、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

http://www.ctl.co.jp/
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