
CSRレポート

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。
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事業活動を通じて社会の発展と環境の保全に貢献し、
健全で透明な経営体制により社会から信頼され、
期待される企業を目指してまいります。

　当社グループは、国内25,000社の顧客基盤を有し、強みとする情報通信機器リースや国内有力メーカーとの連携を担う連結子会社
を擁する国内リース事業分野、船舶、航空機、環境・エネルギー、不動産など高度な専門性を発揮し成長著しいスペシャルティ事業分野、
法人・個人向けオートリースからレンタカー事業までバランスのよいオート事業分野、世界37カ国にまで拡大した海外ネットワークを誇
る国際事業分野を展開しております。各事業分野では、それぞれ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、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）の徹底による環境保全、太陽光発
電など再生可能エネルギー事業の普及促進など、事業活動を通じた社会貢献に努めております。

　また、当社グループでは、環境問題への取り組みを重要な経営課題のひとつとして位置付け、主要な事業所と子会社が環境マネジメ
ントシステムの国際規格であるISO14001の認証を取得しております。さらに、情報セキュリティマネジメントの国際規格の認証取得に
よる情報セキュリティ体制の確立や、様々な社会貢献活動など、企業の社会的責任を果たす活動にも積極的に取り組んでおります。

　今年度からは、多様な人材が活躍できる企業を目指し、人事部内に「ダイバーシティ推進室」を設置するとともに、「ダイバーシティ基
本方針」を制定し様々な施策を実行しております。また、コーポレート・ガバナンスの強化を目的に独立社外取締役も2名体制といたしま
した。

　社外からは、引き続き社会的責任投資（SRI）指標のひとつである「FTSE4Goodインデックス」、グローバルな投資基準を満たした企
業で構成される「JPX日経インデックス400」に選定されております。さらに、今年度は経済産業省と東京証券取引所が共同で進める

「攻めのIT経営銘柄」にも選定されました。

　当社グループは、業績の拡大だけでなく、業界のリーディング・カンパニーとして事業活動を通じた社会貢献、環境保全活動などを推
進し、社会面・環境面のバランスがとれたCSR経営を実践することにより、企業の社会的責任を果たすとともに、コーポレート・ガバナン
スの強化による健全で透明な経営に努め、お客さま・お取引先、株主・投資家の皆さま、地域社会、従業員を含むすべてのステークホル
ダーの皆さまから信頼され、期待される企業を目指してまいります。

Top Message

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。

【編集方針】

報告の対象期間
　2014年4月1日～2015年3月31日
　※2014年4月1日よりも前、または2015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おもな報告対

象としています。

CSRレポート（冊子）

●Top Message　●お客さまとともに
●事業を通じた社会貢献　●環境のために　
●社会とともに　●コーポレート・ガバナンス
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　
●採用情報
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のほか、関連
性の高い周辺情報も掲載しています。

代表取締役社長　浅田 俊一
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お客さまとともに

東京センチュリーリースグループは世界37カ国でお客さまのビジネスを
サポートしています。

東京センチュリーリースグループは4つの事業分野においてグループの
総力を結集し、リースの枠を超えた価値創出を実現しています。
グループネットワーク

東アジア・
アセアン諸国を中心に

37カ国で展開
（2015年4月1日時点）

※香港は中国に含める。
　台湾は1カ国としてカウント。

欧州

15カ国
東アジア

2カ国

南アジア

1カ国
アセアン

5カ国

北米

2カ国

中南米

12カ国

海外ネットワーク

・東瑞盛世利融資租賃有限公司
・PT. Century Tokyo Leasing Indonesia
・TISCO Tokyo Leasing Co., Ltd.
・統一東京股份有限公司
・統盛融資租賃有限公司
・BPI Century Tokyo Lease & Finance
  Corporation
・HTC Leasing Company Limited
・P.T. Hexa Finance Indonesia

・TC-CIT Aviation Ireland Limited
・TC-CIT Aviation U.S., Inc.
・京セラTCLソーラー合同会社

・日本カーソリューションズ（株）
・（株）オリコオートリース

・富士通リース（株）
・（株）IHIファイナンスサポート
・エス・ディー・エル（株）
・（株）アイテックリース
・（株）オリコビジネスリース

・CIT Group Inc.
・京セラ（株）

・伊藤忠商事グループ
・TISCO Financial Group Pcl.
・統一企業グループ
・Bank of the Philippine Islands
・日立建機グループ

・日本電信電話（株）
・（株）オリエントコーポレーション

・富士通（株）
・（株）IHI
・（株）資生堂
・NHKグループ
・（株）オリエントコーポレーション

パートナー企業

国内リース事業分野 スペシャルティ事業分野

オート事業分野 国際事業分野

パートナー企業

パートナー企業パートナー企業

合弁会社合弁会社

合弁会社合弁会社

出資出資

出資 出資

出資 出資

出資 出資
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事業を通じた社会貢献

当社グループは、国内リース事業分野、スペシャルティ事業分野、
オート事業分野、国際事業分野を4本柱に、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、社会に貢献することに努めています。

国内リース事業分野

オート事業分野

　当社グループは、リース期間が終了した物件のリデュース・リユース（再生・再販）・リサイクル（部品・マテリアルの再資源化）の
3Rを徹底して行うことで、循環型社会の形成を促進しています。
　子会社のTRYでは、ISO14001（環境マネジメントシステム）の認証を取得し、リファービッシュしたIT資産を再販、資源として
再利用を行い、循環型経済に適したビジネスモデルを構築して、地球環境の保全に貢献
しています。また、産業廃棄物処理を行うにあたり、東京都において産業廃棄物中間処
理業許可を取得、環境にやさしいリサイクル処理に努めています。
　さらに、グループ会社である富士通リースが外部委託していたパソコンやサーバーの
再生処理を本格的に開始、他のグループ会社が回収したIT資産の再生も請け負うこと
で、TRYにおける再生処理台数を引き上げ、3Rを推進していきます。

3R（リデュース・リユース・リサイクル）への取り組み

TRYリファービッシュパソコン

　当社グループは、創生会グループとの合弁事業により、「株式会社創生リサーチ＆コン
サルティング」を設立し、介護コンサルティング事業をスタートさせました。
　創生会グループは、首都圏・九州・仙台を中心に介護施設を運営する業界大手で、特に
不採算施設の再生に向けたコンサルティング力に定評があります。    
　高齢化社会を迎える中、創生リサーチ＆コンサルティングによる介護ビジネスを通じ
て、創生会グループとともに成長し、社会貢献の使命を積極的に果たしていきます。

介護福祉事業への取り組み

　オートリースを展開する日本カーソリューションズ（NCS）は、道路交通安全に関する国際規格ISO39001を取得し、お客さま
の安心・安全のための様々なサービスを提供しています。
　運転の映像記録・音声ガイダンスによる事故防止や車両の運行状況を管理する「NCSドライブドクター」をはじめ、認証取得の
ノウハウを活かした、運転データ・映像分析に基づく交通安全コンサルティング、専門講師陣による安全運転講習等のソリュー
ションサービスを提供しています。
　今後も事故防止サービスをご提案することにより、運転
の「見える化」で危険運転防止を実現し、交通事故削減と
保険料経費削減に貢献する取り組みを推進していきます。

交通事故削減への取り組み

NCSドライブドクター本体

　円安、ビザ発給条件の緩和、免税品目の拡大等の追い風を受けて、日本を訪れる外国人の
数は過去最高を更新しています。
　レンタカー事業を展開するニッポンレンタカーサービス（NRS）では、多言語カーナビゲー
ションシステムの導入（乗用車の約9割が対応）をはじめ、英語版ホームページや海外予約セ
ンターによる予約の受付、営業所（電話通訳）や事故受付窓口の多言語対応など、訪日外国人
のお客さまがご利用しやすいような環境整備を進めています。
　2020年の東京オリンピック開催も控え、益々増加が見込まれるインバウンド需要に応える
ため、今後も様々なサービスを提供することで社会に貢献していきます。

インバウンド需要への対応

NRS営業所

車載カメラ

介護福祉事業（イメージ）
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スペシャルティ事業分野

国際事業分野

　当社グループは、京セラと共同で設立した「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。2012年の設立以来、2015年9月末までに全国で28カ所、合計約49.7MWの太陽光発電所
を稼働・運営しています。このほかにも50カ所以上の発電設備の開発が進行中で、最近では、地
上設置だけではなく、物流施設の屋根や、農業用の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。
　京セラTCLソーラーによる太陽光発電事業をはじめ、地熱発電や風力発電などの他の再生可
能エネルギー事業にも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。

再生可能エネルギー事業への取り組み

兵庫・加西市逆池水上メガソーラー発電所

　当社グループは、2012年12月に米国大手航空機部品サービス会社であるGAテレシス社へ
の出資を通じ、航空機のアフターマーケットビジネスに参入しました。GAテレシス社は、世界の
有力航空会社にネットワークを持ち、中古航空機を解体しエンジンやその他部品を補修して販
売するほか、航空機の整備・修理・重整備（分解点検）、エンジンリース、アセットマネジメント事業
などを展開しています。
　GAテレシス社のノウハウを活用することで、航空機の再リースや転売だけではなく、機体を
分解してパーツを販売するといった他社とは異なる切り口で、航空機の導入から退役にいたるラ
イフサイクル全体でビジネスを展開しています。

航空機分野におけるLCM（ライフサイクルマネジメント）への取り組み

©GA Telesis 2015

IT機器のデータ消去・リサイクルサービスのグローバル展開

【北米におけるIT機器のリファービッシュ事業】
　2015年3月には、世界30カ国超にネットワークを有する米国の独立系大手リース会社であり、ＩＴ機器に強みを有するCSIリーシ
ング社を当社の持分法適用関連会社としました。CSIリーシング社は、IT機器のリファービッシュ分野において米国有数の実績を誇
る専門子会社：EPC社を傘下に擁しており、EPC社は自社開発の専門トラックによる出張データ消去サービスやハードディスク破壊
サービスを展開するなど、ユニークなリファービッシュ事業にも取り組んでいます。
　最近では、廃棄物の削減やリサイクルに向けた環境保護問題に対する取り組みが米国
でも高まっており、所有から使用への流れの中、リースのニーズが高まることが予測され
ます。IT機器リースの市場規模が世界第1位である米国において、コンプライアンスに準
拠したリファービッシュサービスをさらに拡充・推進することで、グローバルベースでの
循環型社会の形成に貢献していきます。

EPC社出張スクラップトラック

【TES-AMM社との業務提携】
　近年、高い経済成長が期待できるアジアを中心に海外に進出する日本企業が増えてお
り、進出先でのパソコン・サーバーのデータ消去や適正なリサイクル処理などの、ITガバ
ナンスの整備が大きな課題となっています。
　こういったニーズに対応するため、当社グループは、アジア・オセアニア等に拠点を持
つ大手IT専門リサイクル企業のTES-AMM社と業務提携を締結し、中国・アセアン地域
を中心にリース物件の回収やリサイクルサービスなどを提供しています。 TES-AMM社における作業の様子
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環境のために

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。

環境パフォーマンス報告
　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、ISO14001に準じた環境マネジメントシステムを導入しています。年
間のCO2排出量を継続的に管理しているほか、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
の実践とともに持続可能な発展を目指しています。（下記の数値は当社グループの環境マネジメントシステムにおいて管理している数値です。）

環境目的 項目（単位） 2013年度実績 2014年度実績 増減 2015年度目標値

電気使用量の削減
電気使用量（kWh） 1,953,106 1,976,525 1.2% 2,220,000

年間CO2排出量（ｔ-CO2） 1,074 1,087 13 1,221

紙の使用量削減※ OA用紙使用量（枚） 17,841,000 15,670,500 -12.2% 16,700,000

消費量（L） 128,864
（うちレンタカー18,075）

112,138
（うちレンタカー21,945） -16,726 142,100

燃費の向上 燃費（km/L） 13.4 13.5 0.1 12.7

年間CO2排出量（ｔ-CO2） 298 258 -40 330

産業廃棄物の削減

産業廃棄物量（t） 454 264 -190

有価物化比率（%） 13.6 41.8 —

中古PCの年間販売台数（台） 216,351 250,016 —

※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）。

中長期の取り組み

環境目的 項目（単位） 中期目標
（2016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、本社床面積当たり

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

※当社はリース事業協会のリース業界における低炭素社会実行計画に参加しており、長期目標はその計画に準拠して設定しています。

環境会計

環境パフォーマンス報告 (2014年4月1日～2015年3月31日)

環境会計 (2014年4月1日～2015年3月31日)

　当社は、環境保全のためのコストが事業活動に与える影響を正しく把握し、より効果的・効率的な環境経営に役立てるべく、環境会計を作
成しています。（下記の数値は当社単体における数値です。）

分類 取組内容 環境保全コスト
（百万円）

環境保全効果
（年間CO2排出削減量）

（t-CO2）

1 事業エリア内コスト (公害防止コスト等)
営業車のエコカーヘの入替によるリース料 5 9

2 上・下流コスト 廃棄物の処理 10 —

3 管理活動コスト(小計) 3

—（内訳）環境活動等の運営・
管理コスト等

ISO14001認証維持管理費用 1

事務局運営費用(環境事務局担当者の人件費) 1

CSR報告書作成費用 1

合計<(1)+(2)+(3)> 18 9

　なお、2014年度のEMS適用範囲外の国内グループ会社を含む年間の電気使用量は3,595,762kWh、CO2排出量は1,976tです。

環境マネジメントシステムISO14001の認証取得
【認証範囲】
東京センチュリーリース（株）（対象事業所：本社、御徒町、辰巳テクノセンター）、

（株）TRY、TCエージェンシー（株）
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社会とともに

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、地域社会、
従業員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。

　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会社説明会等を開催しています。

　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
されています。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「JPX日経インデックス400」にも銘柄
選定されているほか、2015年5月には経済産業省と東京
証券取引所が共同で公表した「攻めのIT経営銘柄」に選定
されました。

個人投資家向け会社説明会の様子

株主・投資家の皆さまとともに
　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、団体を対象に寄付を行っていま
す。また、事務所周辺の清掃活動を年4回実施しているほか、大学
で業界セミナーを開催するなど、地域社会とのコミュニケーション
を積極的に図っています。

地域社会とともに

2014年  5月　2014年3月期　決算説明会
2014年11月　2015年3月期　第2四半期決算説明会
2014年11月　個人投資家向け会社説明会
　　　　（東京・大阪の2カ所で開催、各回約350名が参加）

さらに詳しい情報は　⇒　
http://www.ctl.co.jp/csr/social/investors.html

「社会福祉法人　日本介助犬協会」へ株主優待総額の5%相
当額を寄付
そのほか、以下の公益財団法人および特定非利益活動法人
などに対して寄付・寄贈を行いました。
　・  公益財団法人　伊藤忠記念財団
　・公益財団法人　渋沢栄一記念財団
　・公益財団法人　日本対がん協会
　・特定非営利活動法人 国連WFP協会
　・公益財団法人　

ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン
　・日本身体障害者補助犬学会
　・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
　（  両団体が主催する「カレンダー市」へ約780部のカレン

ダー・手帳を寄贈）

　 　2015年5月9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。

　当社は、将来の金融業界を担う人材の創出に資する取り
組みとして、教育・学術支援活動を継続的に行っています。
2014年度は、都内の5つの大学で開催された業界研究セミ
ナーやキャリアデザインの
授業に講師を派遣し、金融・
リースの知識や働き方に関
する講義を行いました。

講義の様子

さらに詳しい情報は　⇒　
http://www.ctl.co.jp/csr/social/community.html

清掃活動の様子

社外からの評価

2014年度の開催実績

教育・学術支援への取り組み

2014年度　おもな寄付実績

環境保全への取り組み
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ダイバーシティへの取り組み

　当社の経営体制は、株主総会で選任される取締役および監査役
による取締役会、監査役会を中心に構成されています。2015年
度からは、社外取締役を1名追加し、2名体制としました。社外取締
役は、金融経済および財政、その他経済全般にわたる高度な専門
知識を有しており、その知見をマクロ的な見地から当社の経営に活
かすとともに、独立的な視点で経営監視を実施する役割を担ってい
ます。

　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下、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。また、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。

　当社は、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に対応し
ています。

　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、情報セキュリティ等に対する意識浸透のため、
全役職員を対象に教育・研修を継続的に実施しています。2015年
度は、サイバー攻撃へのセキュリティ意識を高
めることを目的として、当社グループにおいて
各種訓練を実施しています。

　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
います。また、内部統制とリスクマネジメントシステムを適切に運用
し、有効に機能させることにより、企業経営の健全性・透明性の向
上を図っています。

経営体制

コンプライアンス

リスク管理

情報セキュリティへの取り組み

コーポレート・ガバナンス

会社概要

【認証範囲】
東京センチュリーリース（株）（対象事業所：本社、御徒町、辰巳テクノセン
ター、京都支店）、（株）TRY、TCビジネスサービス（株）

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 34,231百万円

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

営業拠点 国内15拠点　海外37カ国・地域

国内関連会社 13社

お問い合わせ先 : 広報 IR 室
TEL : 03-5209-6710 FAX : 03-5296-0221　http://www.ctl.co.jp/

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。

　当社は、多様な人材の能力と個性の積極的な発揮を促し、その
活躍を支援するとともに、多様な社員が活躍できる企業風土の醸
成を図るべく、2015年4月1日に人事部内にダイバーシティ推進
室を設置し、「ダイバーシティ基本方針」に基づき、様々な施策に取
り組んでいます。

　東京センチュリーリースは、国内外における金融サービス
事業を通して、お客さまと共に成長し、社会に貢献する総合
ファイナンス・サービス企業を目指し、事業領域のさらなる
拡大とグローバル展開を進めていきます。
　お客さまの多様なニーズにお応えするため、多様な能力
と個性をもつ社員が柔軟な発想と行動力を発揮し、付加価
値の高いサービスを提供し続けることができるよう、ダイ
バーシティを推進してまいります。

1.   企業風土の醸成
社員一人ひとりがダイバーシティの重要性を理解し、多
様な人材が活躍できる企業風土を醸成します。

2. 女性と外国人の活躍推進
性別、年齢、国籍にとらわれず、女性と外国人の採用・育
成・登用を推進します。

3. キャリア形成と能力開発の支援
個人がもつ能力と個性の発揮を促すため、社員一人ひと
りのキャリア形成と能力開発を支援します。

4. 両立支援の充実
社員一人ひとりの事情にあわせ、多様で柔軟な働き方が
できるよう、両立支援を充実します。

ダイバーシティ基本方針

ダイバーシティへの取り組みに関する情報は　⇒　
http://www.ctl.co.jp/csr/diversity/policy.html

ガバナンスとリスクマネジメントに関する情報は　⇒　
http://www.ctl.co.jp/csr/governance/control.html


