
企業価値を支える力 サステナビリティ委員会の発足

　2015年国連サミットにおいて、持続可能な世界を実現するた

めの17のゴールと169のターゲットで構成された「持続可能な

開発目標（以下 SDGs： Sustainable Development Goals）」

が採択され、企業によるSDGsの目標達成に向けた取り組みが注

目されています。

　当社は、SDGsの目標に向き合うとともに持続可能な企業活動

（サステナビリティ）を推進・統括するための横断的組織として、

2018年4月に「サステナビリティ委員会」および「サステナビリ

ティ推進室」を発足させました。サステナビリティ委員会では、

地球環境問題や社会全体課題の解決などを当社の経営戦略に

取り込むべく、今後とも検討を深めていきたいと考えています。

　当社は事業を通じて、SDGsをはじめとする社会課題の解決に

注力し、活動内容に関する情報開示も充実させていく方針です。

社会の発展と環境の保全を推進し、 
循環型経済社会に貢献します

サステナビリティ委員会 委員長
取締役 専務執行役員 経営企画部門長（兼）経理部門長

馬場 高一

　当社はこれまで情報通信機器や自動車などのリースを通じて、資産の管理・再販・再リース、関連法令に基づく

廃棄など、資源の効率的活用に繋がるビジネスを展開してきました。

　最近では、環境に配慮した再生可能エネルギーの普及を推進する動きが活発ですが、当社は、自らが発電事業者

となり太陽光発電事業・バイオマス発電事業・汚泥消化ガス発電事業に取り組むなど、化石燃料に依存しないクリー

ンエネルギーの拡大にも注力しています。

　このような事業内容からも、当社の事業や戦略そのものが、SDGsの目標に対する高い親和性を有しており、

循環型経済社会への貢献を標榜している私たちならではのサステナビリティを実践していける環境にあるものと

考えています。

　働き方改革に関しては、2018年3月に年休取得率70%以上を維持するなどの目標を掲げた「働き方改革アクショ

ンプラン」を策定しました。多様な人材が活躍できる企業風土を醸成し、ワーク・ライフ・バランスの推進に努めるこ

とで、事業の成長を更に加速させていく方針です。

　2020年3月期からスタートする第四次中期経営計画では、社会の発展や地球環境の保全を推進していく 

観点から新たな事業機会を創出し、持続的成長を実現する企業を目指していきます。
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exceed.

当社では、多様な人材が働きやすい職場環境の整備と社員のキャリア開発に重きを置きながら、 
よりフラットな組織づくりを目指しています。 
グローバル市場で長年にわたって経験を積んできた常務執行役員  原  真帆子が、 
当社の競争力の源泉である人材面での強みや多様性、組織活性化について語りました。

常務執行役員　
スペシャルティ営業推進部門長
（兼）スペシャルティ営業第一部門長補佐 
（兼）国際営業第二部門長補佐

原 真帆子

銀行、証券会社にてストラクチャード・ファイナンス、証券化など様々な業務に
従事。2011年の当社入社以降、米国リース会社の買収、大手航空機リース会
社との提携・出資など、グローバル市場の最前線で複数のプロジェクトを先導。

多様で高い専門性から  
生まれる新しい発想

　当社では、金融、商社の他、航空会社やエネルギー関

連会社、アジアビジネスの経験者、といった各分野のプロ

フェッショナルが集まるなど、様々なバックグラウンドを

有する人材が活躍しています。

　当社の強みのひとつは、多様で高い専門性を有する人

材が、異なる視点から切磋琢磨する中で、新しい発想が

日々生まれている点です。時代から要請される多種多様

なニーズに応えた事業性ビジネスの創造には、当社の自

由な経営環境を活かした多様なモノの考え方や、枠にとら

われない発想が極めて重要です。

高まるグローバル人材の重要性

　海外有力企業とのパートナーシップを軸とした海外ビジ

ネスが急伸していますが、グローバルな場面で対等に渡り

合える人材の育成はまだまだ途上です。若手社員には、

様々な案件に関わり、また海外赴任等を通じて様々な経

験を積むことで、グローバル市場で活躍できる人材に育っ

てもらいたいと考えています。

　また、グローバル市場で対等に渡り合うためには、ビジ

ネスの知見に留まらない見識の広さに加え、ウィットに富

んだ豊富な話題、教養の高さなど、人間の幅を広げる必要

があります。

　私たちも視野を広げて様々なことに関心を持ち、アン

テナを高く張り巡らしながら日々を過ごすことが大切です。

パートナー企業との  
成功を生む組織風土

　当社はパートナー企業との協働を通じた事業性ビジネ

スに注力していますが、成功の鍵は、何よりも相手との信

頼関係の構築です。提携や資本関係を結ぶ前にお互いが

納得いくまで戦略やミッションについて協議するプロセス

が重要になります。トップマネジメントだけではなく、実務

レベルでのビジョンの共有も極めて大切です。当社グルー

プがパートナー企業と多くの成功例を生んでいる背景に

は、このようなコミュニケーションを大切にする組織風土

があるのではないかと考えています。

　特に、海外の企業からは、当社の意思決定は速いと評

価をいただきます。物事の決定にあたってはマネジメント

の機動性を保つとともに、一定の権限を委譲することで、

意思決定の迅速化を図っています。

　また、日々のコミュニケーションが気軽にとれる環境も

重要です。当社は、新入社員でも気楽にいつでもマネー

ジャーと直接話すことができるフラットな組織です。大げ

さな会議などは極力減らし、メールのやりとりなどで活発

に意見交換するなど、迅速なコミュニケーションが行いや

すい環境が醸成されています。

更なる組織活性化のために

　海外のビジネス・パーソンは実は日本人以上によく働く

人が多いという印象を持っていますが、その一方、家庭

やプライベートの時間を大切にしていると感じます。おそ

らく、オンとオフのバランスが取れる勤務形態や組織風

土があるのではないかと思っています。

　すべての従業員が最高のパフォーマンスを引き出すた

めには、当社もあらゆる取り組みを参考にして、個々の

ライフスタイルに合った柔軟な働き方を支援する制度を、

更に拡充することが必要と考えています。

　また、女性の活躍推進も重要課題として認識していま

す。女性は出産や育児などで一定期間、仕事のブランク

が生じうるため、こうしたライフイベントを迎える前に高

い目標を設定し、色々なことにチャレンジできる機会を整

えたいと考えています。自身が目指すキャリアの方向性

をなるべく早い時期に見いだすことで、能力が最大限に

発揮され、ビジネスのフィールドが広がります。

　ダイバーシティに関しては、女性の管理職の増加、外

国人の積極的な採用などの数値目標に偏りがちですが、

企業としてなぜ多様性を尊重する必要があるかというこ

とを認識することが重要です。数値目標の達成のために

ダイバーシティを推進するのではなく、様々なバックグラ

ウンドの人たちがそれぞれどのような役割を担い、会社や

社会にどう貢献すべきかを考えることが必要です。その

上で、どうしたら全員が気持ちよく働けるのかを議論して

いくことが、ダイバーシティの推進であり、当社の持続的

な成長に繋がっていくものと考えています。

マネジメントインタビュー

パートナー企業との成功を生む人材・組織風土
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産前休業
産前6週間

産後休業
産後8週間

育児休業
満2歳6ヶ月まで

健康診査等通院特別休暇
妊娠～産後1年間（うち必要な日数）

配偶者出産特別休暇
産前1ヶ月～産後2週間（うち5日）

看護休暇
小学校就学前（年間5日まで、1日単位または半日単位での取得可）

短時間勤務
小学校3年生まで（最大75分短縮）

始業・終業時刻繰り上げ
小学校3年生まで（最大1時間）

始業・終業時刻繰り下げ
小学校3年生まで（最大1時間）

時間外勤務免除
小学校3年生まで

多様な働き方と人材育成

人材育成の取り組み  
　当社グループでは、社員の年次やキャリアプランに合わせて多様な教育プログラ

ムを整えており、年間で総時間約15,000時間の研修を行っています。  　

　入社から9年間は、現場での教育を基礎としながらも、業務上必要となる知識・ス

キルを体系的に習得することを目的に、各年次に応じた研修を実施しています。管

理職には、求められる役割・知識・スキルの明確化、マネジメント能力の向上などを

目的とした管理職研修を実施しています。また、自己成長のためのキャリアデザイ

ン研修、営業能力開発研修、学習費用補助金・奨励金支給制度、グローバル人材

の育成プランなどにも力を入れ、社員の学ぶ姿勢を応援しています。

ダイバーシティの推進と働き方改革アクションプラン
　当社グループでは、経営方針に「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する」ことを掲げ、ダイバー

シティ推進室を中心に、「ダイバーシティ基本方針」に基づいた様々な施策に取り組んでいます。2016年3月に「女性の

活躍推進に向けた行動計画」を策定し、2020年3月31日までの定量的目標を掲げています。2017年4月から時間単位で

休暇を取得できる「時間休制度」を導入するなど、社員一人ひとりの事情に合わせ、仕事と家庭を両立できる仕組みを整え

ています。当社グループは女性の活躍推進だけにとどまらず、人種、宗教、性別、年齢、性的指向、障がいの有無、国籍

にとらわれず、多様な人材の採用・育成・登用を推進し、各人材の個性が活かせる職場づくりを目指しています。

　また、2018年3月には「働き方改革アクションプラン」を策定し、従業員一人ひとりが多様で柔軟な働き方ができる環境

作りを進めています。 人材育成

多様な働き方

当社グループは、「人材こそが財産であり、企業が持続的に成長する原動力である」と考

えています。社員一人ひとりが持つ様々な能力と個性の発揮を促すため、自発的なキャリ

ア形成と能力開発を支援しており、全社をあげて様々な取り組みを行っています。グロー

バルな視点とプロフェッショナリティを持ち合わせた、多様な人材が活躍できる企業風土

と業務の効率化を意識した柔軟な働き方を可能にする職場づくりを目指します。

基本方針

両立支援の充実

「女性の活躍推進に向けた行動計画」定量目標
（2020年3月31日達成目標）

「働き方改革アクションプラン」の実績

1  新卒採用に占める女性比率を
30%以上とする

2018年 
4月実績 46%

1  1ヶ月あたりの平均時間外労働
時間は10時間以内を維持する

2017年度 
実績 6.9時間

2  管理職に占める女性比率を
10%以上とする

2018年 
3月末現在 6.7%

2  年休取得率70%以上を 
維持する

2017年度 
実績 74.7%

3  男性の育児休業取得率を 
100%とする

2017年度 
実績 146%※

3  2020年3月31日までに男性の
育児休業取得率を100%とする

2017年度 
実績 146%※

4  有給休暇取得率を 
70%以上とする

2017年度 
実績 74.7%

4  2020年3月31日までに 
介護離職者をゼロとする

2017年度 
実績 2名

※ 2015～2017年度に配偶者が出産した男性社員のうち、2017年度において育児休業を取得した男性社員の比率

厚生労働大臣から「プラチナくるみん」認定を取得
「くるみん」は、次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の仕
事と子育てに関する行動計画を策定、両立支援への取り組みなど
計画に定めた目標を達成した企業が、厚生
労働大臣の認定を受けることができるもの
です。当社は、より高い水準の取り組みを
行っている企業として、「プラチナくるみ
ん」認定を受けました。

「健康経営優良法人（ホワイト5 0 0）2 0 1 8」に認定
経済産業省が創設した「健康経営優良法人認定制度※」にて、「健康経営優良法人（ホワイト500）
2018」に認定されました。評価項目の一つである従業員の定期健診受診率は、2014年度以降
100%を継続しています。また、2017年度の従業員の有給休暇の取得率は
74.7%でした。

※ 地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、 
特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業などの法人を顕彰する制度。

「なでしこ銘柄 2 0 1 7」に選定
「なでしこ銘柄」の取り組みは、女性活躍推進に優れている企業を
選定 ·発表する事業として、2012年度から経済産業省が東京証券
取引所と共同で毎年度実施しています。当
社は経営方針の一つにダイバーシティを掲
げ女性の活躍推進に向けた各種施策や、情
報公開に積極的に取り組んでいることから
選定されました。

外部からの評価

出産・育児や介護に携わる社員への積極的な支援により、仕事と家庭の両立が図られる
職場環境づくりを推進しています。

出産・育児 介護

介護休業
通算1年まで分割取得可 
［取得回数の制限なし］

介護休暇
年間5日まで、 

1日単位または半日単位での取得可

短時間勤務
利用開始から3年間（最大2時間短縮） 

［取得回数の制限なし］

始業・終業時刻繰り上げ
利用開始から3年間（最大1時間） 
［取得回数の制限なし］

始業・終業時刻繰り下げ
利用開始から3年間（最大1時間） 
［取得回数の制限なし］

時間外勤務免除
家族の介護終了まで

妊娠 出産 1歳 2歳 小学校 
就学前

小学校 
3年生まで
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exceed. コー ポレート・ガ バナンス座談会

グロー バルに展開する「金融機能を持つ事業会社」として  
新たな領域を切り拓く

（以下 敬称略）
写真左より

取締役（社外取締役）

檜垣 幸人

取締役（社外取締役）

清水 啓典

取締役（社外取締役）

田 政雄

清水：　率直に申し上げると、東京センチュリーのガバナ

ンスは適切に機能していると感じます。歴史的に主要な

ビジネスを金融として発展してきたということもあって、

リスクに対する管理や体系は堅牢だと思います。あえて

課題を申し上げると、国際情勢の変化に機敏に対応して

いくうえで、逆にガバナンスに柔軟性があってもいいの

ではないかと感じることがあります。

檜垣：　 2017年6月に社外取締役に就任してから1年が

経ちましたが、東京センチュリーは昔のイメージから大き

く変わりました。浅田社長の強いリーダーシップの下、

リース事業から事業性ビジネスへ軸足が着実に移ってき

清水：　取締役会は自由闊達で建設的な議論のできる雰

囲気があるため、社外からの異なった視点で厳しい意見

を述べることを意識しています。取締役会では規模の大

きい投資案件も多数議論されますが、事前に説明資料や

参考情報をいただくため、より中身の濃い議論に繋がっ

ていると思います。

檜垣：　東京センチュリーは、リース・金融事業がベース

でしたが、現在は、サービス・事業という分野に注力し、新

しいビジネスモデルの世界を作ろうという意識が強いです。

ていると感じます。東京センチュリーのガバナンスは投資

戦略とリスクを明確にした上で、私ども社外取締役の意見

を参考にしながら意思決定がなされています。

田：　私も檜垣さんと同じ時期に社外取締役に就任し

ました。社外取締役の立場で見ても、新しい事業を創出し

ようという強い意欲や気迫を感じています。

　その一方で、経験や勘に頼るのではなく数値に基づい

て様々なリスク判断を行っています。明確な数値に落とし

込んでいる管理体制があるため、積極的な経営をしてい

る中でも冷静な判断が下されていると思います。

　事業内容が変化する中、メーカー出身である私の経験

やリスク感応度が、従来の金融とは異なった視点での妥

当性判断に繋がるのではないかと思っています。

田：　社外取締役に求められることは、議論が同質的

にならないために、外部の視点ではっきり意見を述べるこ

とではないかと考えています。取締役会は自由活発に意

見が言える雰囲気がありますので、積極的に発言するこ

とを意識しています。

東京センチュリーのガバナンスに対する現在の評価についてお聞かせください。

取締役会への牽制機能を実効的なものとするため、 
社外取締役としてどのような工夫をされているのでしょうか。

東京センチュリーはコーポレート・ガバナンスを重要な経営課題と捉え、様々な分野で活躍されている
有識者を社外取締役、社外監査役に招聘し、客観的な視点で経営に係る監督・助言をいただいています。
今回は社外取締役3名にお集まりいただき、当社のガバナンス体制や今後の経営課題などについて
語っていただきました。
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清水：　リスクというのはプラスとマイナスの両面があり

ます。リスク管理というのは収益管理でもあるわけです

が、リスク管理が厳しすぎると収益が低下する可能性があ

ります。リスクを必要以上に恐れるということは、より多

くの利益を上げるチャンスを逃しているのかもしれませ

ん。東京センチュリーの良いところは不良債権が少ない

という点にありますが、逆にいうと事業機会を逃していな

いかという視点からのチェックも必要です。

　課題については、グローバルな視野を持つことではな

いかと考えています。将来的には、取締役会を英語で進

行することや、取締役に外国人を登用するなど、グロー

バルな視点で議論を展開することが必要と感じています。

檜垣：　取締役会の議案は主に報告・決議事項ですが、

「将来のビジョンや戦略」などについては、事前にディス

カッションする機会が必要と感じています。早い段階で案

件の詳細を知ることにより、その後、リスクに関する深い

議論にも繋がる可能性があります。この点は今後の課題

かもしれません。

田：　私も同じ意見です。個別の小さい案件について

のディスカッションは不要と考えますが、例えば新しい事

業に取り組むなどの「大きなテーマ」については、方針協

清水：　ESGは意識して経営しておられると思います。

東京センチュリーのビジネスにおいては、優良なパート

ナーとともに成長していくことがキーとなりますので、持

続可能なために必要なESGという観点は、既に企業文化

として醸成されているとも言えます。

清水：　東京センチュリーが大切にしているものとして、

お客さまの顔が見える関係にあることだと浅田社長はよ

く言われます。社外の人との交流、信頼に基づいた長い

取引、パートナーとの良好な関係など、お互いがわかり

合っている関係があってはじめて、これまで事業を拡大

することが出来たのではないかと思います。

　今後もコミュニケーション・ネットワークを大切にする

企業風土を強みに、積極的に新領域を切り拓き、10年後

の金融・サービス業界の構造を変えるような、最先端のビ

ジネスモデルを築き上げていく企業であって欲しいと考え

ています。

田：　事業を継続的に運営していくためには、多面的

な能力と様々な経験を積んだ人材が必要です。人材の量

と質が経営資源となるわけですが、現在の東京センチュ

リーは、事業拡大のスピードが人材育成を上回っている

側面があると感じています。

議の段階でフリーにディスカッションを行うことが必要で

はないかと感じています。

　既に取締役会には発言しやすい環境がありますので、

フリーディスカッションの機会を経て、実際の審議内容が

更に充実・活性化すると思います。どういう方向性で取り

組むのかなど、会社としての共通認識を早い段階で形成

することが重要であると思います。

清水：　スマートフォンの普及が世界に大きな変化をもた

らしたように、これからの10年を見据えた時に、想像も

つかないイノベーションが創出される可能性があります。

想定される変化を視野に入れ、今後の方向性について

ディスカッションする機会を持っていきたいと思います。

田：　取締役会では様々な事業性ビジネスの案件が議

題に挙がりますが、全て成功するとは限りません。想定

通りの運営が出来ないケースも仮定したうえで、確率が

低くても悲観的なシナリオをベースに考えた方が良いと

思います。

　私は、取締役会の議論の内容を詳細に議事録に残すこ

とを意識しています。そのような明文化の継続が、将来

のリスク管理の高度化や持続的成長に繋がる取り組みで

あると考えています。

檜垣：　東京センチュリーは、ESGを強化するために、

2018年4月にサステナビリティ委員会を設立しました。

社会課題の解決を事業機会と捉えることが重要であり、

サステナビリティ委員会における活発な議論が、東京セン

チュリーの持続的成長に繋がるものと期待しています。

社外取締役として意見を述べる等、このような前向きな

取り組みをサポートしていきたいと考えています。

　特にグローバル事業が伸長しているため、更なる成長

を考えると、中途採用だけでなく、ジョブローテーション

などを通じたグローバル人材の育成に注力すべきだと考

えています。

　東京センチュリーは、情報収集力・広範なネットワーク

などの強みがあり、これに豊富なグローバル人材が加わ

れば、大変面白い会社になると思います。人材戦略は、

次期中期経営計画の要になると考えています。

檜垣：　数々の大型案件が進行中です。社外取締役の

立場として子どもがどのような成長を遂げるかという気

分で成功を見届けたいです。

　ここまで成長できたのは、やはり浅田社長が優秀な人

材を抜擢してきたからだと思います。「東京リース」と「セ

ンチュリー・リーシング・システム」の2社が合併した直後

は人材登用で苦労されたのではないかと推察しますが、

自由闊達な文化と実効性のあるガバナンス体制のもと、

時価総額は会社発足時の11倍になりました。

　今後は人的ネットワークの開拓、グローバル人材の育

成に期待します。

業務の拡大を考える上でリスク管理やガバナンスの強化が問われていますが、 
今後の課題についてお聞かせください。

東京センチュリーのe s gへの取り組みについてお聞かせください。

社外取締役として、東京センチュリーの未来についてお聞かせください。

コーポレート・ガバナンス座談会

取締役（社外取締役）

檜垣 幸人

2017年より当社社外取締役。今治造船（株）
の経営者として長く企業経営に携わっており、
その豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観
的な視点から当社の経営全般に的確な助言を
いただいている。

取締役（社外取締役）

清水 啓典

一橋大学名誉教授。2010年、当社顧問。
2011年より当社社外取締役。金融経済の研
究者としての知見から、当社の経営全般につ
いて助言をいただいている。

取締役（社外取締役）

田 政雄

2017年より当社社外取締役。古河電気工業
（株）において長年経営者として活躍され、
卓越した見識を有しており、客観的な視点か
ら当社の経営全般に的確な助言をいただい
ている。
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コー ポレート・ガ バナンス

東京センチュリーは、企業価値の最大化にはコーポレート・ガバナンスを有効に機能することが 
重要な経営課題であると認識し、企業経営の健全性・透明性の向上を図っています。

性・規模においても適正・妥当と評価しました。

　取締役会の運営について、事業環境の変化を的確に捉

えて、各取締役が積極的に審議に参画し、社内取締役・

社外取締役がうまく融合して多面的な角度から議論され

ていると評価しましたが、事業性ビジネスに対するモニタ

リングなど、管理枠組みの拡充・整備に継続的に取り組む

べきとの意見が示されました。

　なお、取締役会の実効性評価における提言に基づき、

取締役会への上程基準に関し、更なる実効性向上に資す

べく当社の事業規模・リスクなどの状況を踏まえた上で、

2017年度においても新たな見直しを行いました。

　独立社外取締役は、取締役会、指名・報酬委員会、取

締役会評価会議などにおいて、独立客観的な立場から、

各々の知見を活かした積極的な意見具申を行い、経営の

監督機能などの役割・責務が適切に果たされていると評

価しました。

　当社は、本実効性評価の結果も踏まえ、引き続き取締

役会の機能向上に努めていきます。

経営監視体制の独立性について
　当社は、社外取締役および社外監査役の選任にあた

り、東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準

経営体制

（東証「上場管理等に関するガイドライン」）に準拠し、専

門知識や幅広い見識および企業経営に携わった豊富な経

験などに基づき客観的に当社の経営監視を担える方を選

任することを基本的な考え方としています。

　社外取締役および社外監査役と当社の間には、特別な

利害関係はありません。なお、社外取締役4名および社

外監査役2名は、62～63ページに記載のとおり他の役職

を兼任しています。

経営会議
　当社は、社長および社長の指名する役員を構成員とする

経営会議を設置しています。本会議は、原則週1回開催し

ており、社長を議長とし、業務執行に関する特に重要な事

項を審議し、当社グループ全体の意思決定を行っています。

案件審査会議
　当社は、社長および社長の指名する役員を構成員とす

る案件審査会議を設置しています。本会議は、原則週1

回開催しており、審査部担当の役員を議長とし、当社およ

び当社グループ会社における大口の営業取引および複雑

なリスク判断が要求される営業取引について審議を行い、

当該取引に対する当社の意思決定を行っています。

コーポレート・ガバナンス

　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

おり、株主の意向が十分に反映される体制となっていま

す。また、経営戦略決定の迅速化と監督体制・業務執行

体制の更なる強化を目的として執行役員制度を導入して

います。なお、執行役員32名のうち、女性1名を登用し

ています。

取締役会
　取締役会は取締役13名で構成され、4名が会社法第2

条第15号に定める社外取締役です。取締役会は当社お

よび当社グループの経営方針、経営戦略、事業計画、そ

の他経営に関する重要事項および法令・定款・取締役会

規則で定められた事項につき審議、意思決定を行うとと

もに、取締役および執行役員の職務の執行を監督してい

ます。2017年度における取締役会は、合計13回開催し

ています。

　なお、当社定款の定めにより、取締役の員数は18名以

内となっています。

監査役会
　当社は、監査役会設置会社です。監査役会は4名（内、

常勤監査役3名）で構成され、2名が会社法第2条第16号

に定める社外監査役です。監査役会は定期的に開催され

監査の独立性を確保のうえ、取締役および執行役員の職

務執行をはじめ企業活動の適法・妥当性について公正な

監督機能の徹底に努めています。2017年度における監

査役会は、合計9回開催しています。

指名委員会
　当社は、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役

を主要な構成員とする指名委員会を設置しています。本

委員会は、取締役・監査役候補の指名等に関する事項に

ついて協議を行い、取締役会に答申します。

報酬委員会
　当社は、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役

を主要な構成員とする報酬委員会を設置しています。本

委員会は、取締役等の報酬制度の設計・方針に関する事

項について協議を行い、取締役会に答申します。

　なお、指名委員会および本委員会は、従来の指名・報

酬委員会から取締役会の更なる実効性確保に資すること

を目的として、2018年度より機関としての機能を分化し

ています。2017年度における指名・報酬委員会は、合

計1回開催しています。

取締役会・監査役会の実効性を確保する体制
　取締役会の諮問機関として、独立社外取締役・監査役

を主要な構成員とする取締役会評価会議を設置し、取締

役会の実効性について、各取締役の自己評価なども参考

にしつつ、原則として年1回以上、取締役会の監督機能

の発揮、議論の状況、体制や運営方法などの分析・評価

を行っています。取締役会は、当会議の意見を参考に、

取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その

結果の概要を開示していきます。

　2017年度において、取締役会の役割・責務である、

（1）企業戦略などの大きな方向性を示すこと、（2）経営陣

幹部の適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと、

（3）独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実

効性の高い監督を行うことについては、適正・妥当と評価

しました。取締役会の構成について、事業領域・業容の

拡大とともに、更なる多様性を進めるべきとの提言に基

づき、会社経営に携わったことのある社外取締役を増員

のうえ、知識・経験・能力のバランスの充実を図り、多様

内部統制システムを含むコーポレート・ガバナンス体制（2018年6月25日現在）

株主総会

顧問弁護士

総合リスク管理部

チーフ・コンプライアンス・オフィサー

各種委員会

 ALM委員会
 内部統制委員会
 総合リスク管理委員会

など

監査役（監査役会）

代表取締役

執行役員

営業ライン・業務ライン

グループ会社

経営会議

案件審査会議

監査部

取締役会 指名委員会
報酬委員会

会
計
監
査
人

選任・解任 選任・解任選任・解任

監査

指揮・監督

連携

連携

選定・解職・監督

内部監査
内部統制評価

連携

連携

答申監査

任命

報告

選任・解任・監督監査

監査

報告
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社外取締役・社外監査役の独立性および選任理由（2018年6月25日現在）

社外取締役

独立役員 選任理由
所有 
株式数 
（千株）

在任年数
（年） 取締役会出席状況

清水  啓典
 日清紡ホールディングス（株）　社外取締役 
 一橋大学 名誉教授

○

金融経済の研究者として高度な専門知
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し
ていただいています。当社の持続的
成長と中長期的な企業価値向上に貢
献できる人物として選任しています。

2 7 13回／13回

田  政雄    
 古河機械金属（株）　社外取締役 
 JFEホールディングス（株）　社外取締役

○

大手電機製造会社の経営者として長
く企業経営に携わっており、その経営
における豊富な経験と幅広い見識を
有しています。その知見を当社の経
営に活かすとともに、独立的な視点で
経営監視を実施いただいています。
当社の持続的成長と中長期的な企業
価値向上に貢献できる人物として選
任しています。

0 1 11回／11回※

檜垣  幸人
 今治造船（株）　代表取締役社長 
 正栄汽船（株）　代表取締役社長

○

大手造船会社の経営者として長く企
業経営に携わっており、その経営にお
ける豊富な経験と幅広い見識を有し
ています。その知見を当社の経営に
活かすとともに、独立的な視点で経
営監視を実施いただいています。当
社の持続的成長と中長期的な企業価
値向上に貢献できる人物として選任し
ています。

– 1 11回／11回※

中村  明雄
 田辺総合法律事務所　特別パートナー

○

財政・税務分野等における豊富な経験
と幅広い見識を活かし、2015年6月か
ら2017年6月まで当社の社外取締役
として、客観的な視点から当社の経営
全般に的確な助言をいただくとともに、
独立的な視点で経営監視を実施してい
ただきました。再び、当社の持続的成
長と中長期的な企業価値向上に貢献で
きる人物として選任しています。

0 新任 –

社外監査役

独立役員 選任理由
所有 
株式数 
（千株）

在任年数 
（年）

取締役会 
出席状況

監査役会 
出席状況

岡田  太
 日本カーソリューションズ（株）　監査役 
 ニッポンレンタカーサービス（株）　監査役 
 TCプロパティーソリューションズ（株）　監査役 
 TCビジネス・エキスパーツ（株）　監査役 
 （株）TRY　監査役 
 東瑞盛世利融資租賃有限公司 　監事 
 東瑞盛世利（上海）商業保理有限公司　監事

–

金融機関における企業経営と営業、海
外などの業務執行に携わった豊富な経
験と幅広い知識を活かし、当社の企業
活動の適正・妥当性について適切な経
営監視機能を担っていただくため選任
しています。

1 6 13回／13回 9回／9回

藤枝  昌雄
 藤枝昌雄税理士事務所　代表 
 （株）ニップコーポレーション　監査役 

○

税理士としての税務、会計分野におけ
る専門的な知識、経験等を有してお
り、中立・客観的な視点から当社の企
業活動の適法・妥当性について適切な
経営監視機能を担える人物として選任
しています。

– 新任 – –

コーポレート・ガバナンス

各種委員会

A L M委員会

　当社は、当社の資産・負債が金利や為替などの変動に

より被るリスクを把握し、極小化するため、ALM委員会

を設置しています。本委員会では、社長を委員長とし、市

場リスク、流動性リスクなどの管理に関する事項について

審議を行い、経営会議に答申しています。

総合リスク管理委員会

　当社は、当社の直面するあらゆるリスクに対処するた

め、総合リスク管理委員会を設置しています。本委員会

では、総合リスク管理部担当の役員を委員長とし、リスク

管理体制の構築から各種リスクの計量手法などについて

審議を行うとともに、当社のリスク状況について定期的に

計測し、経営会議に答申しています。

内部統制委員会

　当社は、内部統制を有効に機能させるため、内部統制

委員会を設置しています。本委員会では、監査部担当の

役員を委員長とし、財務報告内部統制の有効性評価や評

価範囲など内部統制全般について審議を行い、経営会議

に答申しています。

信用リスク管理委員会

　当社は、適切な与信リスクの管理のため、信用リスク管

理委員会を設置しています。本委員会は審査部担当の役

員を委員長とし、当社グループ全体のクレジットポート

フォリオや信用リスクの管理に関する事項について審議

を行い、経営会議に答申しています。

I T・事務戦略委員会

　当社は、システムリスクおよび事務リスクなどに対処す

るため、IT・事務戦略委員会を設置しています。本委員

会では、社長を委員長とし、当社および当社グループの

IT戦略、IT投資計画、事務体制の企画などに関する事項

について審議を行い、経営会議に答申しています。

サステナビリティ委員会

　当社は、当社グループの持続可能な企業活動（サステ

ナビリティ）の企画・推進・総括を取り行うため、サステナ

ビリティ委員会を2018年4月に設置しています。本委員

会は、経営企画部担当の役員を委員長とし、サステナビリ

ティの重要事項について審議を行い、経営会議に答申い

たします。

※ 2017年6月に就任後の出席状況
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　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などに

より、損失の危険を最小限にすべく組織的な対応を以下

のとおり行っています。

　取締役会は、当社の適切なリスク管理を行うため、「リ

スク管理の基本方針」を定めています。

　当社に係るリスクを全体として把握・評価し、必要に応

じ定性・定量それぞれの面から、適切な対応を行うため、

総合リスク管理委員会を設置し、同委員会規程に基づき、

総合的なリスク管理を実施しています。リスク管理に関す

る体制、方法などについては、総合リスク管理委員会の

審議を経て経営会議において、「総合リスク管理規程」に

定めています。総合リスク管理委員会は、当社全体のリ

スク量やリスク管理の状況などについて、定期的および

必要に応じて、経営会議、取締役会に報告しています。ま

た、リスク管理の有効性に関して、検証・評価し、不断の

見直しを行っています。

信用リスク
　信用リスクについては信用リスク管理委員会を設置し、

同委員会規程に基づき、基本方針を定め、信用リスクの

計量、管理を行っています。また、大口案件や、新種ス

キーム案件などの複雑な判断を要する案件については、

案件審査会議を設置し、同会議規程に基づき審査・決裁

しています。

市場リスク・流動性リスク
　金利変動、為替変動などの市場リスクおよび資金調達

に係る流動性リスクについては、ALM委員会を設置し、

同委員会規程に基づき、資金の運用と調達の総合的な管

理を実施しています。

内部統制システムに関する基本的な考え方
　当社は、すべての役職員が職務を執行するにあたって

の基本方針として、経営理念を定めています。

コンプライアンス体制
　当社グループは、企業が存続していくためにはコンプ

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。

　具体的には、当社社長を当社グループのコンプライア

ンス最高責任者とし、社長の任命したチーフ・コンプライ

アンス・オフィサー（CCO）の監督下において、コンプラ

イアンス室がコンプライアンス・プログラムに則したグ

ループ全体のコンプライアンスの施策推進、教育、総括

に関する役割を担う体制を敷いています。

　当社組織の各部店長はコンプライアンス・オフィサー

（CO）を務め、自部店におけるコンプライアンス推進の責

任を負い、コンプライアンス室と連携し、コンプライアン

ス事案に関する対応、研修等を実施します。

リスク管理 内部統制

コンプライアンス

投資リスク
　株式などの投資リスクについては、経営会議および取

締役会において、投資方針や投資状況などの管理を行っ

ています。

ものにかかわるリスク
　不動産、船舶、航空機、自動車などの資産価値を有す

る物件の「ものにかかわるリスク」については、各リスク

所管部にて管理するとともに総合リスク管理委員会にお

いて、リスク量やその状況などの管理を行っています。

情報セキュリティリスク
　情報セキュリティリスクについては、「情報セキュリティ

基本方針」、「個人情報取扱規程」、ISO27001などに基

づき管理を行っています。

システムリスク・事務リスク
　システムリスク、事務リスクについては、IT・事務戦略

委員会を設置し、同委員会規程に基づき、当社のIT戦

略、IT投資、事務体制などを審議しています。

その他オペレーショナルリスク全般
　その他オペレーショナルリスク全般については、総合リ

スク管理部がリスクの抽出・計量化、対応策の見直しなど

を行うとともに、総合リスク管理委員会において、総合的

な管理を実施しています。

　また、大規模災害をはじめとした危機事象が発生した

場合の対応体制などについては、総合リスク管理委員会

の審議を経て経営会議において、「危機対策規程」および

「事業継続計画規程」に定めています。

　当社は、経営理念の下、適正な業務執行のための体制

を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であると

認識し、内部統制システムを構築しています。今後とも内

外環境の変化に応じ、これを整備していきます。

　当社連結グループ会社については、各社の社長または

これに準じる役員をコンプライアンス責任者とし、CCOの

指示、指導・助言により自社のコンプライアンス体制の構

築・維持・管理を統括します。

　連結対象外のグループ会社に対しても、コンプライア

ンス室より適宜コンプライアンス体制の管理等に関する指

導・助言等を行っています。

　当社グループのコンプライアンス体制・運用状況は、半

年ごとに経営会議および取締役会に報告し、レビューを受

け、その結果をもとにコンプライアンス推進策を策定し、

実行するものとしています。

　また、役職員にコンプライアンスの順守を徹底させるた

め、年に一度、コンプライアンス誓約書の提出を義務付け

ています。

　なお、2018年3月末時点において、公表すべき重大な

コンプライアンス違反は発生していません。

コーポレート・ガバナンス

経営理念
東京センチュリーグループは、 

高い専門性と独自性を持つ金融・サービス企業として、 

事業の成長に挑戦するお客さまとともに、 

環境に配慮した循環型経済社会の実現に貢献します。
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対象者 テーマ 実施時期

新入社員 
（階層別研修）

 コンプライアンスの意味・意義
 法律や社内ルールに対する心構え
 コンプライアンス上の判断
 コンプライアンス意識を持った行動
 当社グループの内部通報制度
 情報セキュリティルール・対策
 情報漏えいの脅威と対応
 サイバー攻撃　など

2017年4月

全役職員 
（eラーニング）

 個人情報保護法改正
 税務コンプライアンス
 労務時間管理
 セクシャルハラスメント

2017年6月

新任管理職 
（階層別研修）

 管理職とコンプライアンス
 リスク対策上の心理と不正発生要因
 正しい労務管理
 パワーハラスメントの防止
 職場に潜むコンプライアンス・リスク
 コンプライアンス感度を磨く　など

2017年6月

全役職員 
（eラーニング）

 インサイダー取引規制
 反社会的勢力との関係遮断
 コンプライアンス・オフィサーの役割と内部通報制度
 外国公務員等に対する贈賄行為の禁止
 ハラスメントの禁止　など

2018年2月

コンプライアンス・オフィサー 
（情報発信）

 内部通報制度、情報資産の管理
 コンプライアンス違反による倒産企業
 セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、職場の罰金制度
 個人情報保護法 ― 基礎編／応用編
 インサイダー取引規制

年6回 
部店内研修を 
適宜実施

コンプライアンス研修 2 0 1 7年度実施内容

内部通報制度
　当社グループは、リスクの早期発見と解決、組織の自

浄作用向上、コンプライアンス経営の強化を目的に、コン

プライアンス違反行為などを知った役職員が上席者を介

することなく、直接連絡できる内部通報制度（社内名称

「相談・通報制度」）を運用しています。

（ 1） 内部通報制度の概要

　通報窓口として、社内にはコンプライアンス室、社外に

は当分野に精通した顧問弁護士事務所を設け、加えて独

立性を確保するための常勤監査役の3ルートを用意し、通

報者がいずれかを選んで利用することができます。

　連絡先は、社内イントラネット、全役職員に配布してい

る「コンプライアンスハンドブック」に掲載し、メール、電

話、口頭、書面など、どのような方法でも受け付けます。

　通報対象の事案は、公正な競争を妨げる独占禁止法違

反や贈賄、投資者などの利益を損なう金融商品取引法違

反、人権侵害をはじめ、業務に関するあらゆる法令への

違反、企業倫理や社内ルールに反する不適切な行為など

幅広く扱っています。更に、業務遂行上でコンプライアン

スに関し疑問を抱いたときにも、相談することができるよ

うになっています。

　利用対象者は、当社グループで働く全ての役職員（取

締役、執行役員、社員、嘱託、派遣社員、出向者、パート

タイマー、アルバイト）および退職者で、匿名での利用も

可能としています。会社による通報者への懲戒処分、報

復などの不利益な取扱いを厳に禁止し、通報者の匿名性

の確保と通報に係る秘密保持を徹底しています。  

（ 2） 内部通報事案の調査対応

　通報を受け付けた事案は、チーフ・コンプライアンス・

オフィサー（CCO）と対応方針を協議し、速やかに事実関

係の調査を行います。

　その際、調査関係者および調査対象者には守秘義務を

課し、調査対象者については、通報者本人と同様、調査

への協力を理由とした不利益な取扱いを禁止しています。

　調査の結果はCCOに報告し、コンプライアンス違反が明

らかになった場合には、その是正と損失拡大の防止を図る

とともに、再発防止策などの必要な措置を講じています。

　重大なコンプライアンス違反に関しては、東京センチュ

リーグループコンプライアンス最高責任者（当社社長）と

監査役にも報告します。

腐敗防止への取り組み
　当社グループは、事業活動のいかなる場合においても、

公平で公正かつ透明性のある取引を行うものとし、腐敗

防止に取り組んでいます。

　国内外の公務員等には、直接または代理店やコンサル

タント等の第三者を介し、便宜供与を期待する意図、便宜

供与への謝礼の意図、営業上の不正な利益を得る意図で

の接待や金品等の提供による贈賄行為を禁じています。

　当社グループの海外現地法人用として、日本語・英語・

中国語の「公務員等に対する接待等のガイドライン」を制

定し、ナショナル・スタッフにも留意すべき事項を周知し

ています。

　また、社会の安全確保と健全な経済活動の実現に寄与

するため、組織的な犯罪行為を助長するマネー・ロンダリ

ングやテロ資金供与の防止、反社会的勢力との関係遮断

を目的に、取引先との契約時における本人確認のルール

を定め、実行しています。

　これら腐敗防止への取り組みは、コンプライアンスハン

ドブックに明示するとともに、eラーニングをはじめとした

社内研修でも随時採り上げるなど、当社グループ役職員

に徹底しています。

　経営会議および取締役会に対しても、当社グループの

コンプライアンス体制・運用状況の一環として取り組み状

況を報告し、レビューを受けています。

コンプライアンスハンドブック
　当社グループは、経営理念、企業行動規範、コンプラ

イアンス管理規程をはじめとする社内規則や、人権尊重、

ハラスメントの禁止などを記載した「コンプライアンスハン

ドブック」を全役職員へ配布するとともに、社内ポータル

サイトに常時掲載しています。また、海外現地法人向けの

英語版・中国語版「コンプライアンスハンドブック」も作成

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。

コンプライアンス教育
　当社グループでは、コンプライアンスマインドの徹底を

図るため、新入社員から新任管理職までを対象とした階

層別研修、全役職員を対象としたeラーニングによる研

修、コンプライアンス情報を教材としたコンプライアンス・

オフィサーによる部店内研修などを通じ、計画的かつ継

続的にコンプライアンス教育を行っています。

コーポレート・ガバナンス
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役員体制

1  代表取締役会長

丹波 俊人

5  取締役（社外取締役）※1※2

檜垣 幸人

3  取締役（社外取締役）※1※2

清水 啓典

2  代表取締役社長

浅田 俊一

6  取締役（社外取締役）※1※2

中村 明雄

4  取締役（社外取締役）※1※2

田 政雄

7  取締役 執行役員副社長

野上 誠

11  取締役 常務執行役員

水野 誠一

9  取締役 専務執行役員

馬場 高一

13  取締役 執行役員

中川 耕

8  取締役 専務執行役員

雪矢 正隆

12  取締役 常務執行役員

成瀬 明弘

10  取締役 常務執行役員

玉野 治

（2018年7月1日現在）

※1 会社法第2条第15号に定める社外取締役
※2 東京証券取引所が確保を義務づける独立役員

13 11 9 7 8 10 12

1 23 4 65
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環境

　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排出量も算出して継続的に管理し、環境経営を推進していきます（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）。

環境パフォーマンス報告（2017年4月1日～2018年3月31日）

環境省が主催する「二国間クレジット制度（ J c m）公開セミナー 」にて講演
　環境省と公益財団法人地球環境戦略研究機関（ IGES）の共催による「JCM公開

セミナー」にて講演を行いました。当社は日本の金融・サービス企業としてJCM（二

国間クレジット制度※）の代表事業者として初めて選定されています。今後も当社グ

ループは、JCM等を利用した温室効果ガス削減、エネルギー自給率向上といった

社会的意義の高い取り組みに注力していきます。
※ 二国間クレジット制度
 途上国において、優れた低炭素技術等の普及を通じてCO2（温室効果ガス）の削減を実現し、削減されたCO2 

算出量の一部を、日本の排出削減量として計上することを目指すための二国間制度。

「みんなで学ぶ地球温暖化防止セミナー 」を開催
　連結子会社の京セラTCLソーラー合同会社の協賛による「みんなで学ぶ地球温

暖化防止セミナー」を滋賀県大津市で開催しました。京セラTCLソーラー合同会社

は、国内屈指の規模で太陽光発電事業を展開しており、2017年度は47,075トン

相当のCO2削減に貢献しています。

　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）。

環境会計（2017年4月1日～2018年3月31日）

　当社グループは、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のうえ、環境マネジメントシステムの国際規

格であるISO14001に基づき運用し、定期的なマネジメント・レビューを行うことで継続的な改善を進めています。

環境パフォーマンス報告

環境への取り組み

環境会計

環境マネジメントシステム

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一つであると認識し、事

業活動のあらゆる分野において、環境汚染の予防、温室効果ガスの排出削減、気候変動

の緩和・適応、生物多様性および生態系の保全など環境問題に配慮し行動することで、持

続可能な循環型経済社会の実現に貢献します。また、管理体制としては、代表取締役社長

を最高責任者、リスク管理部門長を環境総括責任者とする体制で、グループ会社も含めて

環境マネジメントシステムを構築しています。PDCAサイクルに沿って環境のための取り

組みを計画、実施、運用および点検し、取り組み状況について定期的なマネジメント·レ

ビューを行うことで継続的に改善を進めています。

基本方針

項目 単位
2015年度 2016年度 2017年度

増減
2018年度

実績 実績 実績 目標値

電気使用量の削減
電気使用量（kWh） 1,870,991 1,893,603 1,830,539 –63,064 1,950,000

CO2排出量（t-CO2） 1,029 1,096 1,075 –21 1,145

紙の使用量削減※1 OA用紙使用量（千枚） 15,517 16,525 16,144 –381 17,000

燃費の向上

ガソリン消費量（L）
106,777  

（うちレンタカー 
24,477）

96,309  
（うちレンタカー 

24,471）

80,406 
（うちレンタカー

23,095）
–15,903 100,000

燃費（km／L） 13.5 13.5 13.8 ＋0.3 13.5

CO2排出量（t-CO2） 247 225 191 –34 232

京セラtclソーラー  
合同会社の太陽光発電 
事業によるcO2の削減

年間発電量（MWh） 67,011 111,487 149,681 ＋38,194

同CO2削減量（t） 
（通常火力発電対比） 21,075 35,063 47,075 ＋12,012

リファービッシュ事業の推進 中古PCの年間販売台数（台） 233,162 272,925 291,003 ＋18,078

※1 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）。

※2 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。

中長期の取り組み

環境目的 項目（単位） 中期目標  
（2021年3月末） 長期目標

電気使用量の削減

電気使用量（kWh） 1,950,000
2030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＝91.48 kWh／m2）対比 
20%の削減（73.18 kWh／m2以下）※2

年間CO2排出量（t-CO2） 1,145
2030年度において、本社床面積当たりの電力消費による年間CO2

排出量（t-CO2）を基準年度（2009年度＝0.054／t-CO2m2）対比
20%の削減（0.043／t-CO2m2以下）

分類 取り組み内容 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 40 4

公害防止コスト
省エネルギーコスト

営業車のエコカーヘの入れ替え
ネットワーク機器の更新

（1）
（39）

（1）
（3）

（2）上・下流コスト 廃棄物の処理 13 ̶

（3）管理活動コスト
ISO14001認証の維持・管理

5 ̶
事務局の運営、環境・CSR業務

合計＜（1）＋（2）＋（3）＞　 58 4
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m s c i  ジャパン   
e s g  セレクト・リーダーズ指数※

MSCIジャパンIMIトップ500指数の中から、
環境、社会、ガバナンス（ESG）に優れた企業を
選別して構築される指数であり、当社は2017
年から当該指数に組み入れられています。

社会

国連グローバル・コンパクトに加入
　2018年4月、当社は国連グローバル・コンパクト（以下 UNGC）に署名・加入し

ました。UNGCが提唱する「人権」「労働」「環境」「腐敗防止」に関わる4分野10

原則を支持し、その実現に向けて努力を継続することにより、持続可能な循環型経

済社会の実現に貢献していきます。

病気療養児・ご家族への支援活動
　CSI Leasing, Inc.（以下 CSI）は、Ronald McDonald House Charities 

（RMHC※）への支援を始めてから21年目となります。主な活動は年に4回、CSI職

員がRMHC施設に滞在されている家族向けに食事を用意・提供しています。CSI

は、RMHCに対する長年のサポートおよび経済的支援が評価され、同団体から

Heart and Sole Awardを受賞しました。

※ RMHCは、世界中の大病院で治療を受ける病児と付き添う家族の滞在施設として、慈善活動を
行っています。「HOME AWAY FROM HOME（我が家のようにくつろげる第二のわが家）」を
コンセプトに、付き添う家族が入院治療中の子どもの近くに無料もしくは低価格で滞在できるよう 
活動しています。

社会貢献活動

当社グループは、リースを通じて培った「モノ」の導入から廃棄に至るまで再販や再資源

化を徹底し、循環型経済社会に対応すべく様々な施策を推進しています。

また、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

を対象に寄付などを行っています。国内の活動だけでなく、海外でもボランティアや食糧

支援などを行い、各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。

基本方針

外部からの 評価

米国リース事業協会の会員会社とともに、 
食糧難の地域向け支援活動等を実施
　米国子会社のTokyo Century （USA） Inc.は、同業の米国リース事業協会会

員メンバーとともに、食糧難の地域向け食料のパッケージングプロジェクト

（Feeding Children Everywhere）や、難病を持つ子ども向けの施設（Give 

Kids The World Village）での活動等を行っています。

給食センターにおけるボランティア活動
　シンガポール子会社のTokyo Century Leasing （Singapore） Pte. Ltd.

は、シンガポール郊外に位置する「Willing Hearts」という慈善事業団体が運営

する給食センター業務のボランティア活動を行っています。

　Willing Heartsは、ボランティアと数人の専任者によって運営されている慈善

事業団体で、5,000を超える低所得世帯向けに、毎日食事を作り配達しています。

インドネシアの高校で金融に関するレクチャーを行いました
　インドネシア子会社のPT. Century Tokyo Leasing Indonesia（以下 CTI）

は、インドネシア、ブカシ地区の高校で「金融リテラシーとインクルージョン※月間」

と題し、CSRプログラムを盛り込んだレクチャーを行いました。

　CTIはこの取り組みを通じて、ノンバンク金融業界の商品や事業を参加者に紹介

しました。

※ すべての人々が、経済活動のチャンスを捉えるため、また経済的に不安定な状況を軽減するため
に必要とされる金融サービスにアクセスでき、またそれを利用できる状況にすること。

Ftse4good 
インデックスシリーズ
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
インデックスシリーズ」の対象銘柄に選定
されています。

Ftse Blossom Japan index※

環境、社会、ガバナンス（ESG）について優
れた対応を行っている日本企業のパフォー
マンスを測定するために設計された指数で
す。当社は2017年から当該指数に組み入れ
られています。

攻めの i t経営銘柄 2 0 1 8

ITの活用によるビジネスモデルの変革等を通
じて、新たな価値創出や競争力強化に取り組
んでいる企業を「攻めのIT経営銘柄」として
上場企業約3,500社の中から業種区分ごと
に選定。当社は2015年度から4年連続での
選定となりました。

J P x日経インデックス4 0 0
資本効率を示すROEをはじめ、グローバル
な投資基準を満たした「投資者にとって投資
魅力の高い会社」で構成される株価指数
で、2014年の指数創設以来、当社は銘柄
選定されています。

※ GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）のESG
パッシブ運用のベンチマークに採用。

※ GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）のESG
パッシブ運用のベンチマークに採用。

THE INCLUSION OF Tokyo Century Corporation. IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, 
TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HERIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, 
ENDORSEMENT OR PROMOTION OF Tokyo Century Corporation. BY MSCI OR ANY OF ITS 
AFFILIATES. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI 
INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.
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