
従来の針金を使用した中綴じの製本から、環境に配慮し、廃棄の際に分別の
要らない両観音開きの製本に変更しました。

① ② ③
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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。

　東京センチュリーリース（TC-Lease）は、主要株主であるみずほグループの顧客基盤、伊藤忠商事の持つ
情報力などを活かし、強みとする情報通信機器リースや国内外有力メーカーとの連携を担う連結子会社を有す
る国内リース事業分野、不動産、船舶、航空機、環境・エネルギーといった専門性の高いスペシャルティ事業
分野、東アジア・アセアン地域を中心とする業界トップクラスの海外ネットワークを活かした国際事業分野、
さらに法人・個人向けオートリースにレンタカーを加えた業界屈指のラインナップを誇るオート事業分野を展
開しています。また、私たちは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ます。
　私たちは、リースをはじめとした各事業が循環型社会の形成や環境ビジネスの推進に大きな役割を果たして
いることを十分認識し、事業活動を通じた社会貢献に努めています。具体的には、リース契約期間終了後の物
件に対する3R（リデュース・リユース・リサイクル）の徹底や、再生可能エネルギーの活用と普及を促進する
リース・ファイナンスへの積極的な取り組み、海外分野においてはニーズが高まるITガバナンスへの対応をサ
ポートするサービスの展開などがあげられます。近年業容が拡大するオート事業分野では、グループ会社によ
るEV（電気自動車）やハイブリッド車の提供のほか、エコドライブの推進支援を行っています。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て
おり、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を充実させ、健全な経営を維持しています。
また、資本の効率的活用に継続的に取り組んだ結果、投資家の皆さまにとって投資魅力の高い会社として
「JPX日経インデックス400」の銘柄選定を受けました。
　私たちはこれからも、CSRレポートやホームページを通じ、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。

　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
ひとつであり、お客さまは所有に伴うさまざまな事務や物件処分の手続から解放されるなど、経営の効率化が図れます。
　リースを核に、多様化するお客さまのニーズに合わせ成長してきた当社グループは、リース期間が終了した物件の再販や再資
源化を徹底し、循環型社会の実現に貢献しています。

リースでお客さまのビジネスとともに社会に貢献する

リースを介した社会とのかかわり

循環型社会形成への貢献

廃 棄

再販 再資源化 お客さま

物件返還物件所有

物件納品

仕様・価格決定

物件利用
消費者

地域社会

環　境

販売店さま

業
事
ま
さ
客
お

代表取締役社長　浅田 俊一

Top Message



持続的発展が可能な社会の実現に貢献しています。

で

再生可能エネルギー

先端設備

先端医療・高度福祉

モビリティ社会

海外進出

●太陽光発電事業（京セラTCL
ソーラー合同会社）
●環境エネルギー・電力事業向け
プロジェクトファイナンス

●オペレーティング・リース

●医療関連施設の維持管理
●診療・介護報酬債権の早期資金化
●医療機関向けコンサルティング

●オートリース
　日本カーソリューションズ（株）
　（株）オリコオートリース
●レンタカー
　ニッポンレンタカーサービス（株）

●現地リース・割賦取引
●ファクタリング
●オートリース
●データ消去サービス

京セラTCLソーラー合同会社の
取り組み

産業競争力強化法への取り組み

先端医療分野への取り組み

P3

P3

P4

TC-Leaseグループは、グループ会社による太陽光発電事業に加え、売電
収入を支払原資とするプロジェクトファイナンスや、メンテナンス等を含め
た包括的なリースを提供することで、地方自治体や一般事業者による再
生可能エネルギーへの取り組みをサポートし、持続的発展が可能な社会
の実現に貢献しています。

TC-Leaseグループは、企業の財務に負担をかけないリースを活用した
設備投資を促進することで、マーケットや需要の拡大を見極めることが難
しい先端設備の導入を可能にし、日本経済の活性化や競争力の強化に
貢献しています。

TC-Leaseは、医療・福祉の健全な発展に役立てるよう、医療機関向けコ
ンサルティングや、診療・介護報酬債権の早期資金化などのサービスを
提供しています。また、リースのメリットを活かし医療施設の維持管理など
を担うことで、先端医療分野の発展にも貢献しています。

TC-Leaseグループは、法人・個人向けオートリースにレンタカーと業界屈
指のラインナップを誇るオート事業分野を通じて、発展するモビリティ社会
における様々なニーズにお応えしています。また、海外においても、日本で
培ったノウハウを活用し、効率的な車輌管理や安全化対策など幅広い
サービスを提供しています。

TC-Lease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のノウハ
ウと、海外に広がるきめ細かいネットワークを最大限に活かしながら、進出先
の商習慣や法制度に合わせた資金需要への対応や、グローバルベースでの
高度なITガバナンスの実現などにより、企業の海外進出を支援しています。

CSR Report 2014
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事業を通じた社会貢献 ◆最近の取り組み

京セラTCLソーラー合同会社の取り組み

産業競争力強化法への取り組み

再生可能エネルギー

先端設備

　当社は、2012年に京セラ株式会社と共同で設立した「京セラTCLソーラー合同会社」を通じて、太陽光発電（メガソーラー）に

よる再生可能エネルギー事業に取り組んでいます。2013年7月には第一号発電所として「高松・生島メガソーラー発電所」が運

転を開始し、2013年度内に全国で合計11カ所（出力合計21.6メガワット）が稼働。その年間発電量は一般家庭約6,700世帯

分*の年間消費電力に相当します。また、この他にも17カ所（出力合計71.2メガワット）で開発に着手。最近では、地上設置だけ

ではなく、物流施設等の屋根や、農業用ため池などの水面を活用した太陽光発電所の開発にも取り組んでいます。

　当社グループは、「京セラTCLソーラー

合同会社」による太陽光発電事業をはじ

め、様々な再生可能エネルギー事業を積

極的に取り組むことで、持続的発展が可

能な社会の実現に貢献していきます。

　2013年12月、第2次安倍内閣が推進する成長戦略のひとつとして、「産業競争力強化法」が成立し、これに係る支援措置と

して「リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業」が経済産業省によって新設されました。当社グループとし

ては、日本経済の活性化や競争力強化の一助として同事業に対して積極的に取り組み、当社と連結子会社の（株）IHIファイナン

スサポートが行う2件のオペレーティング・リースが第一号案件に採択されました。

（株）ユーグレナ: 2005年に設立、世界で初めてミドリムシの

屋外大量培養技術を確立。ミドリムシを使った健康食品や化

粧品・バイオ燃料などの開発・販売を行う。

（株）IHI: 大型ボイラーやLNG受入基地のエンジニアリング

に強みを持つ総合重機大手。国内の航空機エンジン生産に

おいてトップクラスのシェアを誇る。

高松・生島メガソーラー発電所 大分・宇佐メガソーラー発電所

ユーグレナ × 東京センチュリーリース 
微細藻類ユーグレナ(和名：ミドリムシ)の生産設備

IHI × IHIファイナンスサポート
航空機エンジン製造開発設備

支援スキーム

民間
団体事業会社等

補償料支払

国
基金設置リース料支払

リース

リース物件の売却時、購入価額の
5％を上限に、損失の2分の1を補償

* 1世帯あたり3,500kWh/年で算出。
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改編前 改編後

改称

新設

先端医療分野への取り組み

先端医療・高度福祉

　2014年6月、当社・神奈川県・大和ハウス工業（株）は、県が推進する官民プロジェクト「ライフイノベーションセンター（仮称）」に

ついて、3者間で事業パートナー契約を締結しました。このプロジェクトにおいて当社は、リースのメリットを活かした施設の維持管

理業務を担います。

　同施設が建設される川崎区殿町区域は、アベノ

ミクス第3の矢の要である国家戦略特区に指定さ

れており、最先端医療産業の発展に大きく貢献す

ることが期待されています。ライフイノベーション

センター（仮称）では今後、再生医療の実現と事業

化に向けた取り組みを推進することとしています。

ライフイノベーションセンター（仮称）完成イメージ

〈施設概要〉
所 在 地： 
敷地面積：
延床面積：

神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目102番地
2,420坪
4,833坪程度

組織改編

環境エネルギー統括部
（環境エネルギー分野の統括）

環境エネルギー推進部
（新エネルギービジネスの開拓・推進）

Topic

　当社は、拡大する環境エネルギー分野に対応するため、2014年4月に行った組織改編において、環境エネルギー推進部を新設

するとともに、同分野を統括する環境エネルギー部を環境エネルギー統括部に改称しました。現在、当社の環境・エネルギー分野に

おける営業資産はその多くを太陽光、陸上風力発電が占めていますが、今後は新体制のもと、地熱や洋上風力発電など新たなエネ

ルギービジネスにも取り組んでまいります。

太陽光
51％

環境・エネルギー分野の資産構成
（2014年3月末現在）

陸上風力
34％

水力
2％

火力 5％
その他 8％

環境エネルギー部
（環境エネルギー分野の統括）
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当社グループは、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。

環境のために

環境パフォーマンス報告

事業活動を通じた環境貢献

ISO14001の認証取得

http://www.ctl.co.jp/csr/environment/policy.html環境基本方針は

http://www.ctl.co.jp/csr/environment/behavior.htmlさらに詳しい情報は

　当社グループは、環境負荷低減のために「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。年間のCO2排出量を
継続的に管理しているほか、2014年度はそれぞれの項目に対して、環境負荷低減と、企業の成長の両面から目標値を設定し、
環境経営の実践と持続可能な発展に向けた活動を推進してまいります。（下記の数値は当社グループのISO14001認証範囲に
おける数値です）

　当社グループでは、リース物件のライフ・サイクル・マネジメントに取り組んでいます。リース期間が終了したパソコンの再生・再
販はもちろんのこと、廃棄処理においては、金属等の資源を分別し、原材料としてリサイクルしています。この「リサイクルによる有
価物化」は、事業性・環境貢献度の高い取り組みであり、当社は有価物化比率の向上と産業廃棄物の削減を目指しています。

　当社グループは、環境問題への取り組みが重要な社会的責務のひとつであると認識し、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、環境負荷低減に向けた取り組みを実施しています。

　また、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e-ラーニングによる環境教育を継続的に行っています。

【適用範囲】
東京センチュリーリース（株）、（株）TRY、TCエージェンシー（株）、
TCビジネスサービス（株）、TCビジネス・エキスパーツ（株）

環境目的 項目（単位） 2012年度実績 2013年度実績 増減
2013年度実績
(認証範囲外の

国内グループ会社を含む)

電気使用量の削減
電気使用量（kWh） 1,947,026（＊1） 1,953,106 0.3％ 3,504,215

年間CO2排出量（t-CO2） 1,071 1,074 3 1,927

紙の使用量削減（＊2） OA用紙使用量（枚） 19,797,700 17,841,000 -9.9％

燃費の向上

ガソリン消費量（L） 124,208 110,789 -10.8％

走行距離（km） 1,621,124 1,482,219 ̶

燃費（km/L） 13.1 13.4 0.30

年間CO2排出量（t-CO2） 288 257 -31

産業廃棄物の削減
有価物化比率（%） ̶ 13.6 ̶

中古PCの年間販売台数（台） 179,881 216,351 ̶

環境目的 項目（単位） 中期目標
(2015年度目標値) 長期目標

電気使用量の削減
電気使用量（kWh） 2,220,000 2020年度において、本社床面積あたりの電力

消費量を基準年度（2009年度）対比10％の削減年間CO2排出量（t-CO2） 1,221

環境パフォーマンス報告（2013年4月1日～2014年3月31日）

中長期目標
（＊1）旧 東京オートリース（株）を除いて算出。 （＊2）購入枚数をA4用紙に換算（換算倍率：A3は2倍、B5は0.75倍、B4は1.5倍にて算出）。
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当社グループは、「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、
地域社会など様々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。

社会とともに

お客さまとともに

地域社会とともに

従業員とともに

大連
青島

北京

上海（2）
蘇州（2）

武漢

インド（ムンバイ）

台北
広州

成都

香港

タイ（バンコク）

マレーシア（クアラルンプール）

シンガポール

インドネシア（ジャカルタ〔2〕）

台中
台南
高雄

米国（　ニューヨーク・　マイアミ）
英国（　ロンドン）
アイルランド（　ダブリン）

現地法人本社　　
現地法人支店（または事務所）　　

　昨今の経済発展とともに、多くの日本企業が中国をは
じめとするアジアへ進出しています。当社グループは、そ
うした日系企業の設備投資ニーズや資金ニーズに応える
ため、東アジア・アセアン地域を中心とした拠点網を拡充
しています。2014年8月末現在、10の国と地域に25拠
点を展開し、現地の商習慣や法制に応じた幅広いサービ
スを提供しています。

　当社は、株主・投資家の皆さまをはじ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、当社グループの強みや経営戦略について理解を深めてい
ただくため、機関投資家やアナリスト向けに決算説明会や個別ミーティングを
行うとともに、個人投資家の皆さま向けには会社説明会等を開催しています。

　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、団体を対象に寄付を行ってい
ます。また、生物多様性をかけがえのないものと考え、その認識と保全のための活動を行っています。

　当社グループでは、「活力あふれる組織」の実現を目指して、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て
います。政府が呼びかけを始めた2011年以降、継続的に節電に取り組んでおり、特に消費電力が多くなる夏期（7月～8月）は終業時
間の早期化を実施するとともに、クールビズを実施しています。また、上記の期間だけでなく、日頃から業務の効率化を推進し、残業時間
を削減することによって自己啓発や家族・友人等との充実した時間を確保するなど、ワーク・ライフ・バランスの向上に取り組んでいます。

◆2013年度の開催実績

◆2013年度寄付実績 ◆江の島片瀬海岸の清掃活動を行いました

2013年5月
2013年11月
2013年12月

2014年5月17日、江の島片瀬海岸の清掃活
動を実施し、社員とその家族合わせて約
100人が参加しました。

2012年3月期　決算説明会
2013年3月期　第2四半期決算説明会
個人投資家向け会社説明会
（東京・名古屋の2カ所で開催、
各回約500名が参加）

・「社会福祉法人　日本介助犬協会」へ148万円を寄付　
（2013年3月期の株主優待総額の5%相当額）
・「公益財団法人　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、諸問題の研究調査等）」へ10万円を寄付

・「公益財団法人　渋沢栄一記念財団」へ5万円を寄付
・「特定非営利活動法人 国連WFP協会」が主催する「WFP
ウォーク・ザ・ワールド」へ2万円を寄付

・「日本災害救援ボランティアネットワーク」「札幌ユネスコ協会」が主催する「カレンダー
市」へ約750部のカレンダー・手帳を寄贈 清掃活動の様子

街で介助犬を見かけたときは、
温かく見守ってください。

http://www.ctl.co.jp/csr/social/society.html社会のための取り組みの情報は

株主・投資家の皆さまとともに



ガバナンス体制

会社概要 編集方針

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。

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
（15拠点）

本社、札幌、仙台、さいたま、立川、横浜、静岡、名古屋、金沢、京都、
大阪、神戸、岡山、広島、福岡

海外
（10ヵ国・地域、
25拠点）

中国（上海（2）、大連、北京、青島、蘇州（2）、成都、武漢、広州、香港）、
台湾（台北、台中、台南、高雄）、タイ、マレーシア、シンガポール、
インドネシア（2）、インド、米国（2）、英国、アイルランド

国内
連結子会社

日本カーソリューションズ株式会社、株式会社オリコオートリース、
ニッポンレンタカーサービス株式会社、富士通リース株式会社、
株式会社IHIファイナンスサポート、エス・ディー・エル株式会社、
TCIファイナンス株式会社、株式会社アイテックリース、
TCプロパティーソリューションズ株式会社、
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

   リスクマネジメント
　当社は、当社を取り巻く様々な損失の危険に対して、危険の大
小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備する等によ
り、損失の危険を最小限にすべく、各種会議や委員会を設置する
など組織的な対応を行っています。

　当社グループは、企業価値の最大化にはコーポレート・ガバナンスが有効に機能す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、経営環境の変化に対する迅速かつ的確な判断が可能な健全で透明性の高いマネジメント体制の実現に取り組んでおります。

   コンプライアンス
　当社グループは、企業が存立を継続するためにはコンプライア
ンスの徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、すべての役職員
が公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される
経営体制の確立に努めています。一方で、コンプライアンスに関す
る相談や不正行為等の通報のために社外の法律事務所を含めた
複数の窓口を設置し、通報者の保護を徹底した内部通報制度を
運用しています。

●報告の対象期間
　2013年4月1日～2014年3月31日
　※一部に2013年4月1日よりも前、または2014年4月
以降の情報も含めています。

●報告の対象組織
　当社および当社グループを主な報告対象としています。

CSRレポート（冊子）
●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
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。

Webサイト 
http://www.ctl.co.jp/
●サービスについて
●企業情報
●IR情報
●CSRへの取り組み
CSR活動の最新情報や詳細情
報、マネジメント体制や恒常的
な取り組みほか、関連性の高い
周辺情報も掲載しています。

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
目的に作成いたしました。

   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。さらに、これらコンプライアンス
や情報セキュリティ等に対する意識の維持・
向上のため、全役職員を対象に教育・研修を
継続的に実施しています。

社外からの評価
　当社は、世界の代表的な社会的責任投資（SRI）指標のひとつである「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。
　また、当社は企業の資本効率を示すROEなど、グローバルな投資基準を満たした「投資家にとって投資魅力の高い
会社」で構成される新しい株価指数の、「JPX日経インデックス400」にも銘柄選定されています。
　当社は、今後とも企業価値の向上に努めてまいります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2014年7月現在）

ガバナンスとリスクマネジメントに関する情報は

このレポートは環境に配慮し、適切に管理された森からの原料を含むFSC®森林認証紙を使用しています。印刷はベジタブルインキを使用し、有害廃液を排出しない水なし印刷方式を採用しています。

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

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

【適用範囲】
東京センチュリーリース（株）、（株）TRY、TCエージェンシー（株）、
TCビジネスサービス（株）、TCビジネス・エキスパーツ（株）

http://www.ctl.co.jp/csr/governance/control.html




