
  

グローバルに展開する  
「金融機能を持つ事業会社」として

循環型経済社会の実現を  
目指します。

代表取締役社長

変化が求められるリー ス事業

　リースは、契約期間に応じて支払金額が一定となり、費用の平準化が図れるなどの利点のも

と、多くのお客さまに活用されている調達手段です。その一方で、お客さまがモノを使用しない

期間がある場合、その期間におけるサービス提供の観点では、リースにも更なる工夫が必要で

はないかと考えています。

　昨今、世界中でシェアリング・エコノミーが普及している背景などからも、お客さまの視点で考

えると、リースは、契約期間ではなくて、使用に応じて支払うことが適正なビジネスと認識され

る時代になるかもしれません。

　このような考え方が更に浸透した場合、従来型のリース業を発展させた金融・サービスの提供

が求められるなど、リース業そのものが大きな転換点を迎えるのではないかと考えています。

　時代の変化や多様化するお客さまのニーズに対応してゆく決意を表す意味も含めて、当社は

2016年10月1日に社名から「リース」を外して「東京センチュリー株式会社」に変更しました。

　従来型のリース業を中心とするリース・ファイナンスのプロバイダーから、変化に対応できる

「金融機能を持つ事業会社」として、採算性の高い事業性ビジネスに注力しています。

循環型経済社会づくりを担う存在であるために

　気候変動や資源の枯渇などがグローバルな環境問題として取り上げられる中、今後、地球環

境を意識した経営が一層求められるものと考えています。

　そもそもリース業が成立するためには、モノの再利用が可能となる、セカンダリービジネスと

いうものを身に付ける必要があり、循環型経済社会の形成は、リース会社が当然に実践すべき

ことと考えています。

　当社の事業の柱である、オートリースや航空機リースなどを例に挙げると、既にセカンダリー

マーケットが確立されており、お客さまとの契約は当社が残価リスクを負うオペレーティング・リー

スが主流です。リースの契約期間中、クルマや航空機の使用価値を維持するため、当社がメン

テナンスやサービスを付加することにより、適正価格で良質な「モノ」をセカンダリーマーケット

に供給することができます。

　その他、再生可能エネルギー普及の観点で申し上げれば、当社は、業界トップクラスの規模で

太陽光発電事業を行い、化石燃料を使わない環境に優しいビジネスを展開しています。この他、

汚泥や廃棄物など従前、当たり前のように捨てていたものを活用して、汚泥消化ガス発電、

バイオマス発電にも注力しています。

　このように、リース業や再生可能エネルギー事業をはじめ、当社の業務が循環型経済社会の

実現に非常に貢献している業態と認識しています。これからも、リースや金融の枠を超えて、

環境に優しい循環型経済社会の実現に向けた事業性ビジネスを更に発掘していく考えです。

社長メッセ ー ジexceed.
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事業を通じた社会課題の解決

　日本は、少子高齢化の加速に加えて、都市部への人口集中と地方の過疎化が問題になってい

ます。日本経済が復活するためには、地方の創生が大変重要であると捉えています。

　企業としてどのように地方創生をアシストできるのだろうかという課題意識を常に持っていま

すが、昨今、訪日外国人観光客が大幅に増加しつつあり、日本における観光業は数少ない成長

産業になるのではないかと考えています。

　このような背景もあり、当社は国際的な5つ星ホテルが自ら進出する世界初の温泉リゾート

「ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ」の開発を手掛けました。

　今回、世界有数のホテルブランドであるインターコンチネンタルを大分県の別府に誘致できた

ことは明るい話題と捉えています。別府は海外からのアクセスも便利で、温泉をはじめ観光資

源に富んでおり、ホテル進出に厳格なインターコンチネンタルもこの地に魅了されたのだと思

います。

　当社は「ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ」のプロジェクトに数年を費やし、今

後に繋げることができる、貴重な経験をさせていただいています。また、何よりも地域の方々が

次の時代を頑張って生きていくために、当社として少しでもお役に立てると考えると、大変意義

のある取り組みであると思っています。

　地方創生の観点では、もう一つ注力していきたいのが農業です。地方における一番の課題は、

産業が少ないために働き口が少ないことです。地方においては、生活手段として第一次産業の

農業、漁業、林業などで成り立つことが理想で、この問題が解決できれば地方は元気になりま

す。当社としても何か出来ることがあるはずだと考えており、既にパートナー企業とともに農業

の事業化に向けた検討を開始しています。

　最近では、「当社が日本の社会に貢献できることは何であろう？」と常に考えながら仕事をして

います。地方の創生、観光立国、インフラ整備等、日本にはまだまだ課題があり、当社の事業を

通じた社会課題の解決機会も多数あると考えています。

パートナー企業に選ばれる存在であるために

　当社は、自由な経営環境のもと「金融機能を持つ事業会社」として、パートナー企業と事業会

社を共同経営するなど、採算性の高い事業性ビジネスを幅広く展開しています。この事業性ビジ

ネスの成功は、何よりもパートナー企業との信頼関係の構築がキーとなります。

　例えば大規模な太陽光発電所の建設は、多額の資金が必要となるため、当社単独では対応で

きない案件です。太陽光モジュールのトップメーカーである京セラ（株）や金融機関などのパー

トナー企業との信頼関係を大切にして案件を進めることで、当社の太陽光発電所は業界トップク

ラスの236MW（75カ所）にまで増加しました。

　協業の継続にあたっては、事業会社や金融機関などのパートナー企業の事業の発展をアシス

トするために、当社はその期待に応えうる真摯に努力をする会社であり続けます。

　世の中が求めているニーズを理解し、アジアにおけるフィンテック事業や航空機リース事業の

展開などの実績を積み上げることも、パートナー企業に評価されるポイントであると思います。

　当社は自由で大変面白い業態だと思いますが、今後も「金融機能を持つ事業会社」として、今の

業種区分では括れない、新しい金融・サービスをパートナー企業とともに展開していく考えです。

次期中期経営計画に向けて

　第三次中期経営計画が3年目を迎え、連結経常利益800億円以上の達成確度が高まる中、

総仕上げに取り組んでいます。是非とも達成して、当社設立10周年の区切りの年度にしたいと

考えています。次期中期経営計画（第四次）の構想・KPIなどは、2018年後半に固めますが、

採算性の高い事業性ビジネスを拡大していくことで、経常利益の目標は区切りのよい1,000億

円が一つの候補になるのではないかと思っています。

社長メッセージ

2 0 1 9 年 3 月期  通期業績予想コー ポレートスローガン 経営方針

1  お客さまとの連携や、グループの総力の結集をもって、あ
らゆる可能性を追求しながら、グローバルに最良の商品・
サービスを提供し、お客さまの事業発展に貢献します。

2  新しい事業領域を切り拓きつつ、持続的成長を実現するこ
とにより、中長期的な企業価値の向上に努めます。

3  多様な人材の能力と個性の積極的な発揮を促す風土を醸
成し、すべての役職員が専門性を高め、成長と誇りを実感
できる企業を目指します。

4  企業の社会的責任を常に意識し、循環型経済社会づくりを
担う存在として、積極的かつ誠実に事業活動を行います。

その挑戦に、力を。
『金融×サービス×事業』の新領域へ。

東京センチュリー

2018年3月期実績 2019年3月期 予想 前期比（額） 前期比（率）

売上高 10,122億円 10,500億円 378億円 3.7%

営業利益 737億円 760億円 23億円 3.1%

経常利益 790億円 830億円 40億円 5.0%

親会社株主に帰属する当期純利益 513億円 515億円 2億円 0.3%
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　外部環境は不透明な要素が多いものの、アジア・米国の経済成長には期待しています。世界

経済への影響度が増大している中国の政治・景気動向には、注視する必要がありますが、「クリ

エーティブな姿勢で、パートナー企業との信頼関係を持って仕事を行う」この信条を守っていけ

れば、当社の未来は明るいと思っています。

リスクマネジメントおよび  
コー ポレート・ガバナンスにつ いて

　当社グループにおいては、従前から企業の信用リスク、金利・為替変動リスク、不動産・船舶・航

空機・自動車等の資産価値を有する物件のモノにかかわるリスク、情報セキュリティリスク、システ

ム・事務リスク、設備投資の動向、保有資産の価格変動、制度変更など様々なリスクが存在します。

　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であると認識

しています。経営環境の変化に迅速に対応し、かつ、的確な判断が可能となるように、健全で透

明性の高い経営体制の実現に取り組んでいます。

　2018年4月に当社は持続可能な企業活動（サステナビリティ）の企画・推進・統括およびサス

テナビリティにおける重要課題（マテリアリティ）に対応していく組織として、「サステナビリティ

委員会」を新設しました。

　こちらでは、地球環境問題、社会全体の課題などを議論するとともに、SDGs（持続可能な17

の開発目標）の目標に向き合い、次期中計におけるアイデアも練っていく考えです。

　昨今、企業の不祥事が相次いでおり、経営の監督機能の強化が求められていると感じていま

す。当社は多様なビジネスを展開しているため、社外取締役には金融学会の元会長、事業会社

の元経営者、船舶会社の経営者など、社外取締役のバックグラウンドや能力の多様性・バランス

を考慮しています。各々の役割を期待しており、役員体制を含めたガバナンスの一層の強化を

図っていく考えです。

更なる成長に向けた各事業分野の取り組み

国内リース事業分野

　当社の祖業で50年以上の歴史がある中、近年は、事業環境の劇的な変化に対応していくこと

が課題です。豊富な顧客基盤とサービスを付加したビジネスの展開により、低金利の環境下にお

いても安定した収益を得ることができています。これには日本有数のメーカーとの協業となる

事業性ビジネスの拡大が大きく貢献しています。特に IT機器は、製品のライフサイクルが短く、

更新需要が常にあることからリースとの親和性が高いと考えています。

　IoT時代の本格的到来を迎え、「利用」「時間」単位などの従量課金サービスに対応可能なサ

ブスクリプションプラットフォーマーであるビープラッツ（株）と業務提携を行い、IT機器や医療

ロボットなどを対象とした、新しいビジネスモデルを創出していく考えです。その他、「ロボット」

「発電事業」「 IoT」などを主なテーマに、有力パートナーとの協調関係のもと、サービス化ビジ

ネスを拡大していきます。

スペシャルティ事業分野

　私たちの一番コアなビジネスで当社の成長を牽引している事業です。航空機事業については

アジアの成長に期待するとともに、現代社会の移動手段の主流ということもあり、引き続き注力

しています。

　1機数十億円以上する機体もあることから、大手航空会社でもリースの調達が非常に増えていま

す。当社は、米国大手航空機リース会社であるAviation Capital Group（以下 ACG）を持分法

適用関連会社にし、ACGを中心に新造機のオペレーティング・リースを拡大していきます。

　不動産事業については米国での事業が非常に順調で、パートナー企業とともに今後は海外に

一層、注力していく考えです。

　環境・エネルギー事業は、太陽光発電事業が順調に進捗しています。京セラTCLソーラー合

同会社での発電事業を中心に、最近では、セカンダリーで太陽光発電所を取得することや、台湾

でも太陽光発電事業も展開しています。将来、日本・アジアでの太陽光発電事業の総投資額は、

2,000億円規模となる見込みです。

国内オート事業分野

　国内のオート事業は業界トップクラスの車両管理台数と専門性の高いサービスによる強固な事

業基盤のもと、毎年安定した高い利益を創出しています。自動車産業はこれから大きな変化が

起きることが予想されます。自動運転の研究が進展し、ライドシェアも日本国内で普及する可能

性があります。そのような時代に車両管理台数は約64万台、法人・個人向けオートリース、レン

タカーまでの広範なサービスを持っているというのは私たちの大きな強みです。高い専門性と

社長メッセージ
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品質が求められるアウトソーシングサービスやレンタカーにおけるインバウンド需要への対応な

ど、オートリース・レンタカー事業は当社の事業性ビジネスの先端であり、成長余地も大きいもの

と判断しています。シェアリング・エコノミーの普及は追い風になりそうです。

国際事業分野

　これまで当社の事業を大きく牽引してきたのはスペシャルティ事業分野でしたが、今後は国際

事業分野も更なる成長ドライバーとして大きな役割を担うことを期待しています。世界各地に広が

る有力パートナー企業の顧客基盤と当社グループの知見を掛け合わせることでシナジーを発揮し、

ビジネスを拡大していきます。特にアジアにおいてパートナー企業と進めているフィンテック事業

は、将来、国際事業分野の収益の柱になりうると期待しています。中国ではカード決済サービス

最大手である銀聯商務有限公司とEコマース・ファイナンス事業がスタートしています。電子マネー

の利用が拡大しているインドネシアでは、Lippoグループとの提携により、フィンテック事業を大

きくしていく考えです。また、東南アジアにおける配車サービス最大手Grabとのアライアンス事

業にも注力し、現地ドライバー向けのオートリースやカーファイナンスの拡大に注力していきます。

資本政策と株主還元について

　2018年3月期の年間配当金は、親会社株主に帰属する当期純利益が513億円と、期初予想

を上回ったことから、期初予定より9円増配の114円（配当性向23.5%）とさせていただきまし

た。2019年3月期は、親会社株主に帰属する当期純利益の増益予想と配当性向の前期比1.5

ポイント上昇により、更に8円増配の122円（配当性向25.0%）を予定しています。

　昨今、ROE（Return on Equity）が重要な経営指標の1つとして定着してきました。ROE

はPBRとの相関も見られるため、投資家の期待に応える観点からも、ROEをベースに評価する

ことは大変わかりやすいと思っています。

　当社のROEは12％以上を9期連続で達成するなど、同業他社との比較においては圧倒的に

高い実績を残してきました。今後もROEに関しては高い水準を維持し、投資家の期待に応えて

いきたいと考えています。

　当社の配当方針としましては、長期的かつ安定的に利益還元を行うことを基本としつつも、

持続的な利益成長を果たしたうえで、配当性向の向上も図っていきたいと思います。

　時価総額につきましては、4つの事業分野の拡大が寄与し、合併によりスタートした2009年

からの9年間で11倍にまで拡大しました。

　当社が属している東証33業種の「その他金融業」の中でPBRを比較すると、当社は市場から

高い評価をいただいているように見えます。これは、金融事業ではなく、サービス事業と見なす

ことができる事業性ビジネスのウエイトが相対的に高いことが理由であると思っています。投資

家には、業種の垣根を越えて、「サービス業」のようなPBRで評価していただきたいと考えてお

り、事業性ビジネスを中心とする、新しい金融・サービス業に更に注力していきます。

リー スを超えた  
新しい形の金融機能を持つ事業会社

　当社グループは、優良なお客さまに恵まれるなか、規制に縛られない、銀行・商社・メーカー

の中間領域で自由に事業展開できる稀有な存在です。

　「所有から利用へ」とドラスティックな時代の変化に合わせながら、「リース」という枠を超え、

『金融×サービス×事業』の3軸融合による「金融機能を持つ事業会社」として、新しい金融・サー

ビス業を目指しています。

　国内リース事業分野の堅実な営業基盤を武器として、高い専門性を発揮するスペシャルティ

事業分野、業界屈指のラインナップを擁する国内オート事業分野、有力企業とのパートナーシッ

プを軸として世界37の国と地域に展開している国際事業分野の伸長は著しく、これら4つの大き

な柱が当社グループを支えています。

　グループの総力を結集して、グローバルに最良の商品・サービスを提供し、お客さま・パート

ナー企業のビジネスへの挑戦をアシストしていきます。

　ステークホルダーの皆さまにおかれましては、今後とも当社グループへのご支援とご鞭撻を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

社長メッセージ

配当金・配当性向の推移

成長事業への投資を 
優先しながらも、 

配当金の拡充にも配慮し、 
着実な収益拡大を目指す

（予想）

 年間配当額（円／左軸）　  配当性向（%／右軸）

28 Tokyo Century Corporation Integrated Report 2018 29Tokyo Century Corporation Integrated Report 2018



1位

3位

2位

2017年3月期2016年3月期2015年3月期

東京センチュリー

東京センチュリー

東京センチュリー

18,000

0

6,000

12,000

15/3 16/3 17/3 18/3

15,354 14,920 14,506 14,030

exceed. 国内リー ス事業分野

広範な顧客基盤と  
グループの総合力を活用し
リースの枠を超越した  
高収益ビジネスを創出

国内リース事業の協業体制
現状分析  

パートナー企業との合弁会社
「ロボット」「発電事業」「 iot」をテーマにした 
新しい事業性ビジネス

東京センチュリー

主要合弁会社
ビープラッツ（株）

月島機械（株）

ミツイワ（株）・（株）バイナス
（株）安川電機
川崎重工業（株）

iotに対応したサブスクリプション事業

下水処理場における消化ガス（バイオガス）発電事業

ロボットレンタル事業

民間設備投資額とリース設備投資額の推移

（兆円） （兆円）

国内リース市場シェア

三井住友 
ファイナンス 
＆リース
12.8％

東京センチュリー
11.8％

オリックス
12.1％

三井住友 
ファイナンス
＆リース
15.9％

東京センチュリー
12.7％

三菱UFJリース
11.5％

三井住友 
ファイナンス
＆リース
13.8％

三菱UFJリース
11.8％

東京センチュリー
12.7％

出所：日本経済新聞社発表数値より当社作成  民間設備投資額（左軸）　  リース設備投資額（右軸）
出所：公益社団法人 リース事業協会（2018年6月8日時点）

　主要株主のネットワークなどを活用して築いた約25,000社に上る顧客基盤のもと、国内におけるリース取扱高は、 

情報通信機器を中心に業界トップクラスに位置しています。
　他方、これら顧客基盤に対して、当社の成長期待分野であるスペシャルティ、国内オート、国際の3つの事業分野の 

ビジネスをサポートするプラットフォームとしての役割も果たしています。
　また、富士通（株）、（株）ihiのファイナンス会社が当社の連結子会社であるなど、日本のトップメーカー、ディーラーと
の数多くの協働事業が実現しています。
　パートナー企業との業務提携や、共同事業会社の運営などを通じた、付加価値の高いサービスを創出することで、お客
さまの多様なニーズにお応えしています。

セグメント資産残高の推移
（億円） 事業概要

情報通信機器をはじめとして、工場設備、 

医療機器、建機、商業用機器など、あらゆる

設備・機器に対応した金融・サービスを提供

することにより、幅広くお客さまのニーズに

応えています。

出 資

提 携

提 携

提 携

強 み

 約25,000社に上る 
広範な顧客基盤

 リースを超えた事業性ビジネスに
ともに取り組むことができる 
数多い有力パートナーの存在

 世の中の動きやビジネスチャンス
を的確に捉え、新たなビジネスに 
結びつける総合力

機 会

 デジタル技術の進化によるiot、 
ビッグデータ、ai、ロボット等の 
新デジタル分野の拡がり

 再生可能エネルギー分野の 
マーケット拡大

 モノ売りから価値サービス提供へ
の時代の変化

課 題

 有力パートナーと協働した 
事業性ビジネスの更なる拡大

 循環型経済社会への 
より高いレベルでの貢献 
（レンタル・リユース・ 
リサイクル事業の拡大）

 付加価値の高いビジネスを担う 
高度人材・専門人材の確保・育成
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事業の強み

 富士通（株）
 （株）ihi
 nhKグループ
 （株）オリエントコーポレーション

 富士通リース（株）
 （株）IHIファイナンスサポート
 七ツ島バイオマスパワー合同会社
 （株）アイテックリース
 （株）オリコビジネスリース
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時代の変化に対応できる付加価値の高いビジネスを創出

優良な顧客基盤を武器に安定した収益を創出

　国内リース事業分野は当社グループの祖業であり、約25,000社のお客さまに支えられ、リー

スビジネスを中心として安定した収益基盤を築いています。リースビジネスから派生し、リース

物件のリユース・リサイクル等のセカンダリービジネスにも注力するなど、循環型経済社会の実

現への動きも進めています。

　国内ではマーケットの縮小、低金利の長期化などの厳しい事業環境が続いており、従来型の

リースビジネスだけでは飛躍的な成長は難しい状況にあることから、新たな収益の柱となるビジ

ネスモデルを創出していくことが求められています。

　そのため、お客さまとの共同で行う研究会などを通じて、ニーズを的確に把握するとともに、

そのニーズに応える新たなビジネスを創造していくべく、日本有数のメーカーや販売会社をパート

ナーとした協働ビジネスの組成に努めるなど、将来に向けた取り組みを加速させています。

　最近ではこういった取り組みが奏功し、当社グループとパートナー企業の互いの強みを活かし

た業務提携や共同事業会社の設立に至る成功事例が数多く出てきています。

新しいビジネスモデルの創造による成長

　従来型のリースビジネスが生み出す安定収益をベースにしつつ、将来性のある「ロボット」「発

電事業」「 IoT」をテーマに新しいビジネスを推進していきたいと考えています。

　有力パートナーとの協働ビジネスの推進として、「サービス」をキーワードとするいくつかのビ

ジネスが動きはじめています。

　「ロボット」のテーマとしては、2016年に川崎重工業（株）と提携し、同社ロボットの派遣（レ

ンタル）事業を開始しました。当社が購入したロボットを、必要な期間だけレンタルすることで、

お客さまの初期投資の抑制と生産性向上のサポートが出来ると考えています。プロジェクト開始

から間もないですが、国内のみならず海外からも問い合わせが寄せられています。

　「発電事業」のテーマでは、2017年5月に上下水道関連のトップ企業である月島機械（株）と

業務提携を行いました。同社とは、下水処理場における下水汚泥を活用した消化ガス発電など、

再生可能エネルギーを活用した新しい発電事業を進めていきたいと考えています。このほか、

公共インフラ設備は、老朽化に伴う更新時期の到来により、今後、大きなビジネスになる可能性

を秘めており、社会インフラの維持、地域貢献にも共同で取り組んでまいります。

　また「 IoT」のテーマでは、2017年10月にIoT時代に適応した「利用」「時間」単位などの従

量課金サービスに対応可能なサブスクリプションプラットフォーマーであるビープラッツ（株）と

業務提携を行いました。IT機器、医療ロボットなどを対象にサブスクリプション事業を創出する

ことで、時代とともに変化するお客さまの新しいニーズにお応えしていく考えです。

　これからもリース・金融といった分野だけに安住することなく、当社が掲げている＜『金融

×サービス×事業』の新領域へ。＞というスローガンの下、ビジネスの足し合わせではなく掛

け合わせで、リースという枠を超えた新しいビジネスを創造し、飛躍的な成長を目指していき

ます。

取締役 常務執行役員
リース営業推進部門長

成瀬 明弘

国内リース事業分野

中・長 期 の 重 点 施 策（ビジョン ）
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exceed. スペシャルティ事業分野

東京センチュリーの成長を  
牽引するスペシャルティ事業
世界で活躍するtrue Professional 
として新たなステージへ

スペシャルティ事業分野の成長ドライバー
現状分析

船舶

航空機 太陽光発電 不動産

航空機

環境・エネルギ ー

不動産

スペシャルティ事業の各分野の概要　

　船舶、航空機、環境・エネルギー、不動産、ストラクチャード・ファイナンスを柱に『金融×サービス×事業』のビジネスモ
デルを作り上げ、当社の高い成長を牽引しています。
　航空機は、2017年に米国大手航空機リース会社であるaviation capital group（以下 acg）への出資により、航空
機リース事業における世界のトッププレイヤーを目指す体制を構築しました。環境・エネルギーは、京セラ（株）との協働
を中心とする太陽光発電事業が、国内トップクラスとなる総投資額2,000億円規模まで拡大する見込みです。
　優良パートナーとともに、ファイナンスと事業を融合させた、専門性が求められる採算性の高いビジネスを拡大し、当
社の成長を加速させています。

セグメント資産残高の推移
（億円） 事業概要

様々なプロダクツの専門性を追求すること 

により、リースやファイナンスといった金融

サービスに限らない新たな成長領域の創出に

取り組みながら、「船舶」「航空機」「環境・ 

エネルギー」「不動産」の4分野に注力。

 ばら積船、自動車船、コンテナ船、タンカー、更には洋
上風力発電設備設置船、オフショア船など多様なプロ
ダクツを展開

 コアパートナーとの連携による新たなビジネスを創出

ACGは豊富な新造機発注残をもとに事業
規模が拡大する見込み。更に、パーツ
ファイナンス等で当社持分法適用関連会
社のGA Telesisと協働するなど、航空機
のライフサイクルマネジメントを推進する
ことで、当社の航空機事業を飛躍的に成
長させる計画。

京セラ（株）との協働事業を中心に、太陽
光発電所は業界トップクラスとなる75カ
所、出力236MWまで拡大。セカンダリー
での取得に加えて、海外でも太陽光発電
事業を開始するなど更なる成長を計画。

神鋼不動産（株）への成長資金の提供を
通じた拡大・強化に加え、同社、日本土
地建物（株）との協業を進め、当社の不
動産事業を成長させる計画。

 米国大手航空機リース会社ACGの持分20％を取得、
持分法適用関連会社化

 新造機・中古機・エンジン・パーツまで、航空機に関わ
るライフサイクルマネジメントを実現し、航空機事業を
積極的に推進

 京セラ（株）との協働を中心に太陽光発電事業は国内
トップクラスの規模。今後は海外展開にも注力

 再生可能エネルギーを中心に、多様なエネルギー事業
を展開

 総合不動産会社である神鋼不動産（株）の株式70%を
取得し、連結子会社化

 日本ならではの温泉をモチーフとした世界初のスパ・
リゾート「ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆
スパ」を2019年夏開業に向け開発中

強 み

 専門性とチャレンジスピリットを 
備えた人材

 優良なパートナー企業とともに 
手掛けるファイナンスと事業を 
融合させたビジネスモデル

 acgへの出資を機に 
世界トップクラスの 
航空機リース事業を展開

機 会

 航空旅客数の大幅な増加

 インバウンド増加によるホテル等
の不動産投資機会の増加

 環境意識の高まりに伴う 
再生可能エネルギー需要の増加

課 題

 収益構造の変革・強化
 資産の積み上げによるストック収益の拡
大をベースにキャピタルゲイン収益の増
強を目指すとともに、フィー収益や事業収
益取込みの更なる強化を実現すべく、事
業フィールドの拡大に努めます。

 ビジネスモデルの裾野拡大・深化
 船舶、航空機、環境・エネルギー、不動
産、ストラクチャード・ファイナンス等の
既存プロダクツにおけるビジネスモデル
の進化・変革を図り、新たなビジネス領域
にも積極果敢に挑戦します。

事業の強み
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執行役員副社長
スペシャルティ営業第一部門長
（兼）国際営業第二部門長

中島 弘一

スペシャルティ事業分野

高い専門性と提案力で、お客さまの課題を解決

優良なパートナー企業との協調関係のもと  
事業性ビジネスに注力

　スペシャルティ事業分野は当社グループの成長ドライバーで、主に「船舶」「航空機」「環境・

エネルギー」「不動産」「ストラクチャード・ファイナンス」の5つのビジネスに注力しています。

　成長の源泉は、高い専門性とチャレンジスピリットを兼ね備えた人材と、優良なパートナー企

業との協調関係のもと良質なビジネスを展開していることです。優良なパートナー企業との協調

関係が、ビジネスに重要な情報へのアクセスを可能にし、各プロダクツにおける事業機会やリス

ク管理に関する知見の集積に繋がっています。

　これまでの当社の成功事例を踏まえて、世界中から面白い案件が毎日のように集まってきてお

り、マーケットプレゼンスが向上していることを実感しています。プロダクツのライフサイクルの

入口から出口まで手掛けることが可能な事業性ビジネスを更に拡大してまいります。

航空機、環境・エネルギー、不動産など  
成長分野でビジネスを加速

航空機
　2017年に米国大手航空機リース会社ACGの持分20%を取得して、持分法適用関連会社とし

ました。ACGは現在275機の航空機を保有・管理していますが、豊富な新造機発注残をもとに、

現在、世界10位前後の業界順位を将来的にトップ5まで引き上げる計画で、当社としてもACGの

成長後押しに向けた追加出資を検討していく考えです。当社の関連会社であるGA Telesisでは、

中古航空機を解体しエンジンや部品を補修して販売・リユースする事業を行っており、航空機事

業におけるバリューチェーンの一翼を担っています。当社の航空機事業は新造機の導入から退役

機の解体・部品販売に至るライフサイクル全体で収益機会が得られることに加えて、モノのリユー

スを実践している点でも、まさに循環型経済社会の実現に貢献している事業です。

環境・エネルギー
　環境・エネルギー事業につきましては、京セラ（株）と共同で設立した「京セラTCLソーラー合

同会社」を通じて、太陽光発電による再生可能エネルギー事業に注力しています。

　2012年の設立以来、2018年3月末までに全国で75カ所、合計約236MWの太陽光発電所

を稼働・運営し、2018年3月には千葉県・山倉ダムにて日本最大の水上設置型メガソーラー発

電所が稼働しました。

不動産
　2018年7月に当社は、総合不動産会社である神鋼不動産（株）の株式70%を取得し、連結子

会社としました。今後は、不動産の開発、保有、管理、出口までの各ライフステージにおける事

業機会の拡大や出口戦略の多様化など、早期にシナジーを発揮させていきます。

　日本ならではの温泉をモチーフとした世界初のスパ・リゾートとなる「ANAインターコンチネ

ンタル別府リゾート&スパ」を2019年夏開業に向け開発中です。優良パートナーとともに、イン

バウンド・地方創生などにも対応した新しいビジネスも手掛けていく考えです。

船舶
　船舶は鉄鋼・電力需要などの外部環境による業況変動が大きいこともあり、優良なパートナー

との協調関係のもと、案件を厳選して来たるべきチャンスに備えている状況です。

　今後も「ファイナンス」と「事業」の融合による新たな価値創造により、東京センチュリーの成

長に貢献できるビジネスを拡大させていく考えです。

中・長期の重点施策（ビジョン ）
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経常利益（億円） セグメント資産残高（億円）
2015 
年度

2016 
年度

2017 
年度

年平均 
増益率

2016年 
3月末

2017年 
3月末

2018年 
3月末

年平均 
増加率

日本カーソリューションズ（株） 92 100 110 9.7% 2,925 3,116 3,341 6.9%

ニッポンレンタカーサービス（株） 43 45 46 3.4% 291 314 358 11.0%

（株）オリコオートリース 11 16 21 35.5% 961 1,224 1,533 26.3%

合計※ 146 160 177 10.1% 4,176 4,654 5,232 11.9%6,000
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exceed. 国内オート事業分野

業界屈指のフルラインナップと  
質の高いサービス水準を強みに、 
多様なニーズにお応えしています

国内オート事業関連データ

現状分析

2014～2018年3月末のリース車両総保有台数は年平均4%の増加 2014～2018年3月末は年平均15.6%の増加

2013～2017年3月末は年平均7%の増加

　国内オート事業分野は、主として法人向けオートリースを担う日本カーソリューションズ（株）、レンタカー・カーシェア
を展開するニッポンレンタカーサービス（株）、個人向けオートリースを担う（株）オリコオートリースの3社を中心に、クル
マの様々な利用形態に対応できる、業界屈指のフルラインナップを有しています。
　この3社が有機的に結合してシナジーを発揮することに加えて、質の高いサービス水準の向上を追求することで、車両
管理台数は右肩上がりの約64万台※にまで拡大しました。
　時代の変化とともに多様化するお客さまのニーズにお応えするために、各種サービス水準を進化させています。
※ 2018年3月末の日本カーソリューションズ（株）、ニッポンレンタカーサービス（株）、（株）オリコオートリースの3社合計

事業の強み

セグメント資産残高の推移
（億円） 事業概要

法人・個人向けオートリースとレンタカーを担

う、日本カーソリューションズ（株）、ニッポン

レンタカーサービス（株）、（株）オリコオート

リースと国内屈指の規模を有し、お客さまの

利用目的に応じた最適なサービスを提供。

強 み

 業界屈指のフルラインナップ 
（法人・個人向けオートリース、 
レンタカー、カーシェアなど）

 業界トップレベルの質の高い 
サービス水準

 当社グループ・nttグループと 
協働したソリューションビジネスの
展開

機 会

 インバウンドの拡大に伴う 
レンタカー需要の増加

 個人の所有から利用への 
意識変化などによる、 
個人向けオートリース市場の拡大

 自動運転・iot・シェアリングの 
台頭などによる新しい 
オートビジネスの出現

課 題

 レンタカーにおける法人向け 
および代車サービスの強化

 当社グループ各社とのシナジーを
発揮した新サービスの創出

 自動運転・iot・シェアリングの 
普及を想定した体制の整備

当社グループのオート事業会社における業績推移

車両総保有台数とリース車両総保有台数の推移 マイカーリース車両保有台数の推移

国内レンタカー保有台数の推移

出所：一般社団法人 日本自動車リース協会連合会（2018年6月末時点）
 車両総保有台数（左軸）　  リース車両総保有台数（右軸）

出所：一般社団法人 全国レンタカー協会（2018年6月末時点）

出所：一般社団法人 日本自動車リース協会連合会（2018年6月末時点）

（百万台） （台）

（台）

※ 経常利益・セグメント資産残高は3社の単純合計値
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取締役 執行役員副社長
オート営業推進部門長

野上 誠

国内オート事業分野

中・長 期 の 重 点 施 策（ビジョン ）

高い サービス力を武器に攻めの経営を貫き、 
ライバル他社を凌駕していきます

事業環境の変化にも的確に対応できる、 
質の高いサービス水準により、 
オート事業総合 no.1の地位を確立

　国内オート事業分野はROAが高い事業であることに加えて、セグメント資産残高の増加がコ

ンスタントに収益アップに繋がる堅実なビジネスを展開しています。当事業分野のセグメント資産

残高はこの3年間、年平均10%程度の成長を実現しており、当社の連結経常利益の増加にも大

きく貢献してきました。今後、自動運転、IoT、シェアリングなどの大きな変化が見込まれており

ますが、当事業分野は、このような機会を的確に捉えて、収益に貢献できる新たなサービスの創

造に挑戦していきたいと考えています。自動運転に関しては、レンタカーやカーシェアリングと

の親和性が高いと考えています。将来は、インバウンドのお客さまが行きたい場所をインプット

するだけで目的地に到着できるなど、新しいニーズについても、質の高いサービス水準を追求

している当社の総合力が大きな武器になるものと確信しています。

　IoTに関しては、車両に搭載したドライブレコーダーに蓄積してきたビッグデータを活用する

ことにより、危険運転の撲滅や事故防止に役立てるなど、サービス水準の向上を一層、進めてい

く考えです。

　今まで培ってきたオートビジネスに係るメンテナンス、アウトソーシングなどのサービス水準の

進化とともに、お客さまにマッチしたいわば、コンシェルジュ・サービスに磨きをかけることによ

り、他社の追随を許さない、オート事業総合No.1の地位を確立していきます。

質の高いサービス水準を強みに事業規模が拡大

　当事業分野は、日本カーソリューションズ（株）、ニッポンレンタカーサービス（株）、（株）オリコ

オートリースの3社を中心に構成され、各社、質の高いサービス水準を強みに事業規模が拡大し

ています。

　日本カーソリューションズ（株）の強みは、大株主であるNTTグループ向けに質の高いメンテナ

ンスサービスを長年提供してきたノウハウに集約されます。コンビニエンスストアの配送車のよう

に24時間365日稼働している商用車に対して、トラブルを事前に防ぐロスプリベンション体制も確

立しています。また、ドライブレコーダー、ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）についても

業界最高水準の品質をキープしています。業績も、経常利益が100億円を超え最高益を更新する

など極めて順調です。質の高いサービスを強みに、更に成長が続いていくものと考えています。

　ニッポンレンタカーサービス（株）は、知名度の高さと安心・キレイをモットーとするサービス

の高さが強みです。ここ数年は、マーケットの成長に加えて、日本を訪れる外国人向けのレンタ

カーサービスが急拡大しており、成長を後押ししています。フランチャイズ制度の廃止に伴い、

2018年1月からニッポンレンタカーサービス（株）による直営化体制がスタートし、高品質の

サービスを全国均一で提供していく考えです。最近では、カーシェアリングの開始、駐車場予約

サービスのakippa（株）との提携など、続々とお客さまのニーズを追求した新しいサービスを

提供しており、今後、当事業分野の成長を牽引していくものと期待しています。

　（株）オリコオートリースは、車両管理台数は10万台超、経常利益も20億円を超えるなど、設

立からの10年で急成長しています。国内における個人の登録車両約5,200万台のうち、個人の

リースはわずか20万台（リース比率：0.4%）です。オートリースの経済合理性が更に浸透すれ

ば、飛躍的に拡大する可能性を秘めています。日本カーソリューションズ（株）との提携による良

質なメンテナンスサービスの提供と、独自代理店組織「コアラクラブ」の基盤強化により、個人

オートリースの業界トップランナーの地位を強固なものにしていきます。
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exceed. 国際事業分野

アライアンス戦略の推進による非日系ビジネスの拡大

現状分析

　海外地場優良企業・金融機関とのアライアンス戦略の推進のもと、情報通信機器などのリース事業、オート事業、 

ビッグデータを活用したフィンテック事業などを強みに、世界37の国と地域でビジネスを拡大させています。
　情報通信機器のリースは、独自のビジネスモデルと米国・中南米・欧州などにネットワークを有する、csi leasing, inc.

（以下 csi）を中心に世界トップクラスのitソリューションを提供しています。
　経済成長が続くアジアにおいては、新たなマーケットを創出すべく、パートナー企業とともにビッグデータを活用した
フィンテック事業を展開するなど、当社ならではの事業性ビジネスに注力しています。

事 業 の 強み

セグメント資産残高の推移
（億円）

事業概要

海外地場優良企業、金融機関などを事業パー

トナーとするアライアンス戦略の推進により、

現地固有のニーズに応える専門的なサービス

を提供。

強 み

 業界屈指の広範なグローバル 
ネットワーク

 パートナー企業が持つ顧客基盤や 
エコシステムを活用した 
フィンテック事業の展開

 事業環境の変化に対応した 
スピーディーな意思決定

機 会

 アジアの経済発展に伴う 
金融・サービス需要の高まり

 台頭するビッグデータを持つ 
デジタルプラットフォーマーとの
協働

 国内外有力企業の販売金融等、 
csiのノウハウを活用した 
事業領域の拡大

課 題

 海外ビジネスやフィンテックを 
担う人材の育成・確保

 ビッグデータを活用した 
フィンテック事業の拡大

 海外ビジネスにおける 
管理業務等の強化

国際事業分野におけるビジネスモデル

東京センチュリー 日系企業日系企業への 
高い知名度

現地での 
高い信頼性現地パートナー企業 非日系企業

出 資

出 資

サービス 
提供

ノウハウ・ 
知見

信用分析力・ 
現地顧客基盤

米国 中国

タイ 台湾

フィリピン インドネシア

インド

 情報通信機器に強みを持つ 
CSIのノウハウとグローバルネットワーク
を活かして世界トップクラスの ITソリュー
ションを提供

 最大手の冷凍空調機器メーカーの 
氷山集団と共同でリース会社を設立

 蘇州市（中国）政府系企業による 
リース事業会社への出資
 最大手カード決済サービス企業、 
銀聯商務有限公司との業務協定締結

 現地有力銀行TISCOフィナンシャル 
グループとのリース事業
 日立建機グループとの建設機械の 
ベンダーファイナンスを展開

 食品最大手、統一企業グループとの 
リース事業

 大手銀行 BPIとのリース事業

 日立建機グループとの建設機械の 
ベンダーファイナンスを展開

 大手財閥Lippoグループと 
フィンテック事業などにおける 
パートナーシップを締結

 タタ・キャピタル社とインドの 
リース事業における業務提携

東南アジア8カ国で展開する配車サービス最大手
Grabへ出資・提携し、オートファイナンス関連事業の
拡大に注力

シンガポール マレーシア ベトナム ミャンマー カンボジアインドネシアフィリピン タイ 

パートナー企業との  
アライアンス戦略の推進のもと、 
世界37の国と地域でビジネスを拡大
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専務執行役員
国際営業推進部門長

吉野 康司

国際事業分野

中・長 期 の 重 点 施 策（ビジョン ）

デジタル革命時代の到来にも対応できる事業性ビジネスを  
構築していきます

アライアンス戦略の推進により海外ビジネスを拡大

　アライアンス戦略の推進とは、当社の金融・サービスのノウハウとパートナー企業の顧客基盤

等の強みを融合し、海外ビジネスを拡大させていくことです。海外の事業環境は目まぐるしく変

化していることからも、ビジネスの拡大には、迅速な意思決定とスピード感をもった事業展開が

重要な要素であると捉えています。

　当事業分野は、米国を中心とするビジネスとアジアを中心とするビジネスの2つに大別されま

す。米国を中心とするビジネスは、ITソリューションに強みを持つCSIと、米国で主力のオート

事業を展開するTokyo Century（USA）Inc.が軸となります。パートナー企業との協働を加速

させることに加えて、周辺分野のM&A等も検討するなど、事業規模は更に拡大できるものと考

えています。

　アジアのビジネスは、高い経済成長を背景に、パートナー企業と進めるオート事業、日系・非

日系向けリース・ファイナンスの他、ビッグデータを活用したフィンテック事業にも注力していま

す。ビッグデータを有するデジタルプラットフォーマーなどとも協働し、急成長するデジタルエコ

ノミーに対応可能なビジネスを創造していきます。

デジタル技術を活用し  
将来性ある事業性ビジネスを創出

　第三次中期経営計画における経営戦略の1つに、「アライアンス戦略の推進による海外ビジネ

スの拡大」を掲げており、2017年度は、成長が期待できるデジタルエコノミー分野への投資を

拡大させました。

　東南アジア地域最大の配車サービス企業であるGrabとは、当社はGrabの登録ドライバーな

どを対象とする車両のレンタル・ファイナンスを展開しています。東南アジアの多くの地域では、

自動車保有率が低いことやタクシーサービスの質が劣ることから、配車サービス事業の更なる

拡大が見込まれています。Grabは最大のライバルであった米Uberの東南アジアビジネスを手

中に収めたことから、当社は今後東南アジアにおいてGrabと更に広範な協業の可能性を見込

んでいます。

　インドネシアのLippoグループとは、当社は共同で電子マネー・ポイントサービス運営会社へ

の出資を行い、フィンテック事業に参入しました。Lippoグループは、デパート、スーパー、病

院、Eコマース等、多彩な事業展開により、膨大な顧客基盤を有しています。Lippoグループが

運営する電子マネー・ポイントサービス会社に集積されるビッグデータを活用したファイナンス

事業を軸に、飛躍的な成長を目指していく考えです。

　中国のカード決済サービス最大手の銀聯商務とは、同社が運営する加盟店向け金融サービス

プラットフォームを活用して、銀聯商務が有する約722万の加盟店舗に対して、インターネットを

活用したリースを展開しています。

　当事業分野は、アライアンス戦略の推進のもと、パートナー企業とのWin-Winの関係を構築

することで事業領域を拡大させてきました。また、既に展開しているパートナー企業との多数の

協働事業の実績が、取引先などに対する説得力や信用を与えるものとなり、当社の自信にも繋

がっています。

　今後もパートナー企業とのアライアンスを推進するとともに、「AI」「ビッグデータ」といった

新しいデジタル技術を当社の金融・サービスに融合させることで、デジタル革命時代にも対応で

きる事業性ビジネスを構築していきます。
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