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尊敬される大企業となるための
対応と強靱な意思
技術・環境変化に柔軟に対応する  
組織風土が大切

議論の活発化と  
リスクマネジメントの進展により、
コーポレート・ガバナンス機能は  
着実に向上

清水  啓典
社外取締役

中村  明雄
社外取締役

新たなムーンショットの追求

　当社はこの数年で資産も収益も増大し、最近では大企

業になってきたと感じることもあります。それと同時に、

大企業らしい考え方を身に付けていかなければならない

部分もあるものと考えています。

　例えば、海外子会社数や従業員数が増加する中で、グ

ローバルなガバナンスおよびリスク管理体制の強化は取

締役会の重要課題です。リスク面では評価方法と計測方

法の見直しなどを着実に改善させていますが、グローバ

ルベースでのリスクと収益を一体で管理する考えも重要と

なります。

　また、サステナブル経営の推進においても、SDGsを含

めて、社会課題の解決は我々の使命であり、そのために

伝統的金融機関に代わり、サービスを提供するビジネスモ

デルを創造するという強い意志が重要です。当社のよう

な金融・サービス企業は、従業員の能力と意欲が最大の

資産です。規模の拡大とともに、誰もが目指したくなる企

業像を構築していくことも大切なミッションだと感じてい

ます。

　これまでの当社のムーンショットが、銀行を超える組織

の創造だとすると、収益面ではある意味達成できたので

はないかと思っています。今後は当社の更なる成長に目を

向け、環境変化にも影響されない普遍的な目標として、こ

のビジネスモデルを世界標準とするという新たなムーン

ショットを見出していくことも必要かもしれません。

取締役会の議論は活発化
　

　私は当社の社外取締役を2017年6月に退任し、2018
年6月に再就任しました。一度当社を離れた立場から見る

と、以前に比べて取締役会における議論は活発化してい

るものと感じています。

　これは𠮷田取締役と檜垣取締役のお二人が社外取締役

に加わったことが大きいのではないかと考えています。𠮷

田取締役は古河電気工業の経営者として手腕を発揮され、

檜垣取締役は現在も今治造船の経営をされています。大規

模な企業の経営経験あるお二人の視点や物の見方は賢慮

に富み、社外取締役としても大いに刺激を受けています。

　コーポレート・ガバナンスは、外部からの異なった視点

を加えることが重要であり、多様な取締役はガバナンスの

実効性を高める素晴らしい手段であることに間違いありま

せん。また、当社ではガバナンス強化の一環として、取締

役会の通常の議案とは別に、外部環境の変化や将来の当

社の在り方等について議論を行う、フリーディスカッショ

ンを開始しています。

　くしくも第四次中期経営計画の策定時期でしたが、その

大前提として世の中がどう変化していき、当社がどのよう

な事業を展開していくべきか活発な議論を行いました。各

取締役が目的や課題を共有できる有意義な取り組みであ

り、フリーディスカッションの運用は、コーポレート・ガバ

ナンスが向上している証であると考えています。

　当社の将来と世界金融の未来を我々の手で描くという

意識と夢の共有が大切であり、人生をかけるに値するムー

ンショットは若い世代が実現すべきものです。そのために

も、従業員と役員が連携できるコミュニケーションが重要

だと考えています。

　

取締役会も組織全体も 
ダイバーシティの加速を

　当社は、高い見識を持つ社外取締役を新たに迎え、異

なる視点からの意見により議論が活発になりました。また、

フリーディスカッションを導入したことは、持続的成長に

向けた自由な議論が行われて、組織の活性化とガバナン

ス機能に寄与したと評価しています。

　一方、大企業になりグローバル事業が拡大している当

社にとって、取締役会を含めたダイバーシティの加速が今

後の課題であると感じています。グローバルな事業を拡

大することは、地域ごとに異なる歴史や商習慣、人脈等の

異質性を受け血肉化し、自らが変化することです。変化に

対応し成長しているグローバル企業では自然に人材の多

様化・重層的思考のインクルージョンが進んでいます。

　変化への対応力が企業成長の本質です。当社も変化対

応力を磨き、有能な人材の発掘、困難をチャンスに変える

斬新で柔軟なアイデアの喚起、即応体制など、企業発展を

占うリトマス試験紙として、ダイバーシティと社内議論の

活発化を更に加速させ、企業価値の向上につなげていき

たいと考えています。

事業内容の変化と成長に合わせた  
体制づくりに向けて

　コーポレート・ガバナンスの強化においては、リスクマ

ネジメントも重要な項目となります。事業によってリターン

やリスクの内容も異なるため、リスク評価項目を絶えず見

直すなど、当社は事業内容の拡大に合わせて、リスク管理

の高度化に向けた取り組みも実践しています。

　また、以前から、どこまでリスクを許容できるかを見極

めることこそが本来のコーポレート・ガバナンスの役割で

あると考えていました。リスクを取らずして利益は得られ

ないため、そのリスクがマネージできるものなのか、また、

リターンに見合っているリスク量なのかを見極めていくこ

とが重要な作業になります。

　当社の事業内容が変化する中、各事業分野に求められ

る業務の専門性は、より一層高まることが想定できます。

一つの組織として統一感を持った経営を遂行することが、

近い将来、限界が来ても不思議ではありません。当社の

持続的成長を考えると、処遇を含めた人材戦略や組織形

態について、今後議論を深めていく必要があると感じて

います。
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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・ガバナンスが有効に機能することが 
重要な経営課題であるとの認識のもと、経営環境の変化に迅速かつ的確な判断を可能とし、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。

内部統制システムを含むコーポレート・ガバナンス体制（2019年6月24日現在）
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経営体制

　当社の経営体制は、取締役会、監査役会を中心に構

成されています。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名および外国人1名を登用しています。

取締役会

　取締役会は代表取締役社長 浅田俊一を議長とし取締

役15名で構成され、5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。2018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。監査役会は常勤監

査役（社外）岡田太を議長とし、監査役4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。2018年度における監査役会は、合計10回開

催しています。

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（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

験等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。これにより独

立社外取締役の独立性を確保しています。

　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5名および

社外監査役2名は、66～67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、代表取締役

社長 浅田俊一を議長とし、代表取締役会長 丹波俊人、

取締役執行役員副社長 野上誠、取締役執行役員副社長 

雪矢正隆、取締役執行役員副社長 岡田明彦、執行役員

副社長 中島弘一、取締役専務執行役員 馬場高一、取

締役常務執行役員 玉野治、取締役常務執行役員 水野

誠一、取締役常務執行役員 成瀬明弘、取締役執行役員 

中川耕、執行役員 米津隆史の12名で構成され、原則週

1回開催しており、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、取締役執

行役員 中川耕を議長とし、代表取締役会長 丹波俊人、

代表取締役社長 浅田俊一、取締役執行役員副社長 野

上誠、取締役執行役員副社長 雪矢正隆、取締役執行役

員副社長 岡田明彦、執行役員副社長 中島弘一、取締

役専務執行役員 馬場高一、執行役員 米津隆史の9名で

構成され、原則週1回開催しており、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。

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等も参考

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、体制や運営方法等の分析・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。

　2018年度において、取締役会の役割・責務である、

（1）企業戦略等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、社外取締役を増員のうえ、

更なる多様性を進めた結果、知識・経験・能力のバラン

スの充実が図れており、多様性・規模においても適正・

妥当と評価しました。今後、ジェンダーや国際性の面を

含む多様性について、引き続き検討していきます。

　取締役会の運営について、2018年度は、2019年度

からスタートする第四次中期経営計画の策定に本格的に

施策内容

2011年  社外取締役を1名選任

2015年  コーポレートガバナンス・コードへの対応  社外取締役の増員（1名→2名）

2016年  取締役会評価会議を実施  指名・報酬委員会を新設

2017年  社外取締役の増員（2名→3名）

2018年  社外取締役の増員（3名→4名）  指名・報酬委員会を指名委員会と報酬委員会に分離

2019年  社外取締役の増員（4名→5名）（取締役に占める社外取締役の比率が1／3以上となる）

コーポレート・ガバナンス体制強化の変遷
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名称 目的 2018年度実施状況

指名委員会 取締役会の諮問機関として、独立取締役を主要な構成員とし、取締役・監査役候補等
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 2回

報酬委員会 取締役会の諮問機関として、独立取締役を主要な構成員とし、取締役等の報酬制度の
設定、方針等に関する事項について協議を行い、取締役会に答申 1回

ALM委員会
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、極小化するために、 
市場リスク、流動性リスク等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 4回

総合リスク管理委員会 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 4回

内部統制委員会 内部統制を有効に機能させるため、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 4回

信用リスク管理委員会 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 2回

IT・事務戦略委員会
当社および当社グループのIT戦略、IT投資計画、事務体制の企画等に関する事項に
ついて審議を行い、経営会議に答申 2回

サステナビリティ委員会 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 2回

各種委員会

役職名 氏名 指名委員会 報酬委員会 ALM委員会 総合リスク 
管理委員会

内部統制 
委員会

信用リスク 
管理委員会

IT・事務 
戦略委員会

サステナビリティ
委員会

代表取締役会長 丹波俊人

代表取締役社長 浅田俊一

取締役（社外） 清水啓典

取締役（社外） 𠮷田政雄

取締役（社外） 中村明雄

取締役執行役員副社長 野上誠

取締役執行役員副社長 雪矢正隆

取締役執行役員副社長 岡田明彦

取締役専務執行役員 馬場高一

取締役常務執行役員 玉野治

取締役常務執行役員 水野誠一

取締役執行役員 中川耕

各種委員会の構成（取締役）
 委員長　  委員

役員報酬

役員の報酬の方針と決定方法

　役員報酬については、当社の持続的成長に向けた健

全なインセンティブや中長期的な事業の発展と連動する

枠組みを指向しています。役員と株主の皆さまの利害関

係を一致させ、役員の株主価値向上意識を喚起するとと

もに、優秀な人材を引き付け、企業価値向上を牽引する

人材を確保・育成することを狙いとした役員報酬制度を

定めています。

　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、役員報酬の方針・制度・水準等については、本

委員会に諮問し、その意見や外部専門家からの助言、第

三者による報酬水準の調査データ等も参考にしつつ、取

締役会が決定いたします。なお、監査役については、限

度額の範囲内で監査役の協議によって決定いたします。

　役員報酬は、基本報酬、役員賞与、株式報酬型ストッ

クオプションから構成されています。固定報酬である基

本報酬については、その職務内容や役割、責任等を総

合的に勘案して決定しています。業績連動報酬である役

員賞与と株式報酬型ストックオプションについては、「利

益に応じて分配する方式」とし、その金額は連結当期純

利益を基準としています。

　連結当期純利益は、事業年度の活動を通じて得られた

最終の期間損益であり、当該期間の企業価値向上に直

結しているため、当社グループ全体の企業価値向上と株

主の皆さまの利益最大化について責任を持つ取締役の

報酬決定の指標としてふさわしいと判断し、業績連動報

酬の指標としています。

　当該事業年度における連結当期純利益は計画515億

円に対して、522億円の実績であります。

　業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割

合は、概ね、1：0.4～1.0を目安とし、期待される職務を

基準に、生み出された成果・業績等を総合的に勘案して

決定しています。

　業績連動報酬のうち、株式報酬型ストックオプション

については株価変動の影響を株主の皆さまと共有し株主

価値向上意識を高めることを目的としています。

　なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役お

よび監査役の報酬は、その役割を踏まえ基本報酬のみと

しています。

役員区分
報酬等の総額 
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員の員数
（人）固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取締役（社外取締役を除く） 744 259 484 － 10

監査役（社外監査役を除く） 41 41 － － 2

社外役員 98 98 － － 7

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

（注） 1. 上記の報酬等の額には、当事業年度中に費用処理した役員賞与引当金205百万円を含めています。
 2. 当事業年度末日時点における在籍人員は、取締役13名、監査役4名でありますが、上記報酬等の額には、2018年6月25日開催の第49回定時株主総

会終結の時をもって退任した取締役1名、監査役1名に対する支給額を含めています。
 3. 株主総会の決議による取締役の報酬限度額は年額1,000百万円（うち社外取締役分は年額100百万円）であります。また、当該報酬枠の範囲内で取締

役（社外取締役を除く）に付与することができるストックオプション公正価値の上限は年額400百万円であります。（2016年6月24日開催の定時株主総
会決議）

 4. 株主総会の決議による監査役の報酬限度額は年額150百万円であります。（2009年2月25日開催の臨時株主総会決議）

取り組む等、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、社外取締役・社内取締役がう

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。事業性ビジネスに対するモニタリング等、管理

枠組みの拡充・整備にも、引き続き取り組んでいきます。

　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・リスク等の状況を踏まえた上で、

2018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、指名委員会、報酬委員会、取

締役会評価会議等において、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

監督機能等の役割・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。
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コーポレート・ガバナンス

社外取締役・社外監査役の独立性および選任理由（2019年6月24日現在）

社外取締役

独立役員 選任理由
所有 
株式数 
（千株）

在籍年数 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、2011年6月より当社
の社外取締役として、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
施していただいております。引き続き、
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。

3 8 13回／13回

𠮷田 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
く企業経営に携わり、その経営におけ
る豊富な経験と幅広い見識を有してお
り、2017年6月より当社の社外取締
役として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。引き
続き、当社の持続的な成長と中長期
的な企業価値向上に貢献いただける
人物として選任しています。

0 2 12回／13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
ており、2017年6月より当社の社外
取締役として、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。
引き続き、当社の持続的成長と中長
期的な企業価値向上に貢献いただけ
る人物として選任しています。

– 2 13回／13回

中村  明雄
 田辺総合法律事務所　特別パートナー
 （株）証券保管振替機構　 
取締役兼代表執行役社長

 （株）ほふりクリアリング　代表取締役社長

○

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月および2018年6月より
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いています。
引き続き、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※

浅野  敏雄
 マルホ（株）　社外取締役
 （株）メディパルホールディングス　 
社外取締役

 （株）ダイセル　社外取締役

○

大手総合化学企業の経営者として企業
経営に携わり、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。
当社におきましては、こうした同氏の
深い知見と卓越した見識を当社の経営
に反映いただくとともに、社外の客観
的視点に立った大所高所からの意見、
アドバイスをいただける人物として選
任しています。

– 新任 –

社外監査役

独立役員 選任理由
所有 
株式数 
（千株）

在籍年数 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 
 （株）IHIファイナンスサポート　監査役 
 （株）TRY　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 
 神鋼不動産（株）　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、2012年6月
より当社の社外監査役として、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いています。

1 7 13回／13回 11回／11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2018年6
月より当社の社外監査役として、企業
活動の適法・妥当性について適切な
経営監視機能を担っていただいてい
ます。

– 1 11回／11回※ 7回／7回※

※ 2018年6月に就任後の出席状況

政策保有株式の保有方針

企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

　当社が保有する政策保有株式（純投資目的以外の投資

株式）は、当社グループの主要な取引先、株主、借入先等

の重要なステークホルダーが発行する株式であり、中長

期的に当社のビジネス推進上必要な株式を保有していま

す。また、政策保有株式については、定期的に取引関係

や損益状況等を把握し、取締役会でその保有意義や株式

　当社は企業年金のアセットオーナーとして年金の積

立・運用は行っておりません。但し、従業員の安定的な

資産形成を目的とし、企業型確定拠出年金（DC）を導入

しています。

保有による便益が資本コストを上回っているか等を検証し

た上で、継続保有の是非を検討し、保有の合理性が認めら

れない場合には、対象株式の削減を図ります。2018年度

においては、2018年12月時点で保有全銘柄の見直しを

行い、一部縮減を決定しました。2019年度においても保

有全銘柄の見直しを引き続き行う予定としています。

　企業型確定拠出年金（DC）の運用にあたっては、従

業員に対して継続的な教育を実施しており、運用商品の

選定にあたっては社員組合が協議し、運用商品を決定し

ています。
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リスクマネジメント・コンプライアンス

従来型リースの枠を超えた事業やサービスを 
中心に価値創造を目指す当社グループでは、
新たなリスク領域へ挑む積極的なリスクマネジ
メントが、企業価値の向上と持続的成長を支える
重要な戦略だと認識しています。

リスクマネジメント

リスクマネジメント・コンプライアンス

総合リスクマネジメント

　当社では、四半期毎に開催される「総合リスク管理委

員会」が中心となって多様な観点でリスクを把握し、経営

会議および取締役会への報告・審議によって全社的なリ

スクマネジメントを行っています。

　リスク量の計量手法として、連結ベースで事業に関連

する主要なリスクを将来発生し得るVARとして継続的に

計量し、連結経済資本から更に一定の余裕度を控除した

「リスクバッファーに対するリスク総量の許容度」をモニ

タリングしています。

　また、統計的なVARでは必ずしも十分に把握できない

「集中リスクに関する各種ポートフォリオの状況」につい

ても、モニタリングを行っています。さらに近年では、計

量化になじまない「非財務リスクの管理」が社会的に重

要になっているため、20項目程度を継続的にモニタリン

グする態勢を整備しました。

リスクマネジメントの有効性向上と  
V A Rリスク計量の課題および改善点

　リスクマネジメントがPDCAサイクルとして有効に機能す

るためには、連結リスク計量や資本利用率等のモニタリン

グ、全社的ERM（Enterprise Risk Management）で

出された認識と個別案件の採り上げ方針が適合性を持って

融合することが重要だと考えます。一定金額以上の大口案

件については、与信取引を案件審査会議で、投資案件を経

営会議で審議し、全社的ERMの状況を熟知した複数の経

営メンバーがオープンに個別案件を評価できる仕組みに

なっています。

　また、VARによる統計的な継続的リスク計量は、規律

のあるERMとして有効であるものの、一方で集中リス

クやストレスリスクをすべてカバーできません。そこで

信用リスク管理委員会では、計量値だけでなく複数のシ

ナリオを想定したストレスケースでの信用リスクの増加

状況やテールリスクの状況、1社与信ガイドライン管理

の状況、カントリーエクスポージャーの上位10カ国の状

況等を継続的にモニタリングし、経営会議および取締役

会に報告しています。

昇する中、その一方で大きな先行投資においてはリスク

アセットも拡大してきました。さらに従来型リースの枠を

超えた事業がグローバルで急速に拡大する中、リスク管理

を更に高度化していく必要があると認識しています。

リスクマネジメントの高度化を目指して

　第四次中期経営計画では、リスクマネジメント態勢の

重要テーマとして、（1）リスク管理の強化、（2）経営資

源の効率的配分を目指したリスクコントロール・フレーム

ワークの構築、（3）情報セキュリティ・多様な危機管理・

品質管理等の社会的要請への対応、の3点を主要施策と

して実施していく考えです。

　事業が拡大する中、リスク管理においても連結ベース

で把握することが重要であり、細分化するリスクプロファ

イルごとに、これまで想定していなかったリスクも含め

て適切なリスク把握が必要です。利益蓄積の合理的期待

額をベースに将来資本を予測しながら、リスクテイクの

レベルや方向を量っていく考えです。

　リスクマネジメントについては、今後も一定の規律に

基づく継続性を確保しながら、当社グループのビジネス

モデルの進化や社会的要請の変化への適合性を検証す

る態勢を目指していく所存です。

　当社グループは、「金融機能を持つ事業会社」として

先駆的な付加価値の提供によってお客さまの課題を解決

するミッションを担ってきました。その中で、常に新しい

リスクに挑戦していくという企業風土があります。私た

ちの本来の強みを活かすためには、抑制的なリスク管理

ではなく、新たなリスクを予測しながら適切なリスクコン

トロールを行っていくことが重要になります。

　具体的には、資本利用率のガイドライン運営を核に展開

しており、これはリスクカテゴリー毎に統計的手法でVAR
（最大想定損失額）を連結ベースで計量し、総リスク量が

連結経済資本から一定量の余裕度を控除したリスクバッ

ファーの一定範囲内に収まるようにモニタリングしていま

す。これまで自己資本も堅調に推移し、自己資本比率が上

リスクマネジメントとコンプライアンスは  
企業価値の持続可能性を支える重要な要素へ

　ステークホルダーや市場は、単に財務収益性だけでな

く、持続的な成長の可能性や社会的に存続・成長に値す

る企業なのかを厳しく見ています。こうした背景からリ

スクマネジメントとコンプライアンスは、企業価値の持続

可能性を支える重要な要素であると考えます。

中川　耕
取締役 執行役員 
審査部門長 
（兼）チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO） 
（兼）リスク管理部門長 
（兼）法務部門長
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情報セキュリティへの対応

　情報セキュリティは、IT部門の一つの業務としてで

はなく、経営に関わる重大な課題と認識しています。情

報セキュリティ対応は、標的型攻撃メールやランサムウ

エア、ビジネスメール詐欺等のサイバーテロからお客さ

まや当社の情報資産を守るために非常に重要です。当

社では、情報セキュリティ委員会を中心に情報管理に関

する規程やルールの整備、情報セキュリティ研修、標

的型攻撃メール訓練、有効性評価アンケート、IT部門

におけるセキュリティ監視等、多様な対策を実施してい

ます。

　また、ハードやソフトのシステム的なセキュリティのレ

ベルアップに限らず、役職員一人ひとりが日頃から必要

な対策や基本動作を怠らないことが大切と認識していま

す。当社では IT部門内に情報セキュリティのインシデン

ト対応を役割とするCSIRT室を設置し、その活動の一環

として、不審メール攻撃を想定した役職員向け訓練を定

期的に事前通知なく実施しています。2018年度も、当

社および国内外グループ会社を対象に日本語・英語・中

主なリスクと管理態勢

リスクカテゴリー リスクの定義 主な管理態勢

信用リスク
与信先の信用状態の悪化により損失を被るリ
スク。プロジェクトファイナンス、カントリーリ
スクを含む

信用リスク管理委員会（信用リスク計量、分析）・案件審査会
議（大口案件や新種スキーム案件等の審査）。内部格付制度、
カントリーエクスポージャー管理等を導入

市場リスク

金利リスク 金利変動により損失を被るリスク

ALM委員会（金利変動、為替変動等の市場リスク、資金調
達に係る流動性リスク）。ヘッジ比率、マチュリティーラダー、
ギャップ分析、GPS（Grid Point Sensitivity）、VAR管理
等を導入

為替リスク
外貨建資産・負債について、為替の価格変動に
より損失を被るリスク

流動性リスク

当社固有要因から資金確保困難や調達コスト
上昇により損失を被る資金繰りリスク。金融市
場全体の不安から当社の資金調達に支障を受
け損失を被るシステミックリスク

投資リスク

株式等投資リスク
上場・非上場株式、ファンド、ベンチャー投
資、REIT投資等に伴う価格下落、運用不調
等により損失を被るリスク 経営会議および取締役会（株式等の投資方針や投資状況）。 

総合リスク管理委員会（投資リスクの計量）

事業投資リスク
特定事業に対する投資活動において損失を被る 
リスク

ものにかかわる 
リスク

不動産、航空機、船舶、自動車、その他アセット
の資産価値変動により損失を被るリスク。ノン
リコース・出資、投資資産等の保有・投資リス
クを含む

総合リスク管理委員会（リスク計量やその状況等の管理）

オペレーショナルリスク

以下の9項目を非財務のリスクカテゴリーとして特定して管理 
 事務リスク

 不正リスク

 システムリスク

 情報セキュリティリスク

 法務リスク

 雇用管理リスク

 災害等リスク

 規制・制度変更リスク

 風評（レピュテーション）リスク

事務リスク、システムリスク：
IT・事務戦略委員会 
（IT戦略、IT投資、事務体制等の整備・運営）

情報セキュリティリスク：
情報セキュリティ委員会、ISO27001規格に基づく運営、 
IT推進部CSIRT室の設置・運営

大規模災害をはじめとした危機事象：
「危機対策規程」、「事業継続計画規程」等を制定。 
BCPマニュアル、安否確認システム等の整備・運用

その他オペレーショナルリスク全般：
総合リスク管理委員会 
（リスクの分析・計量化、対応策の検討等）

サイバーセキュリティ対策

当社ではサイバーセキュリティの対策として、「TC-CSIRT」の組織化、イン

シデント対応マニュアル類の整備等によるセキュリティ態勢を構築し、有事に

備えています。サイバー攻撃は日々高度化・巧妙化するため、インシデント

対応力強化を目的に、サイバー攻撃演習を定期的に実施しています。本演習

を通し、インシデント発生時の対応力を検証するとともに、改善ポイントの抽

出と対策の検討を繰り返し実施することにより態勢強化に努めています。

リスクマネジメント・コンプライアンスリスクマネジメント・コンプライアンス

国語のメールを用いた複数回の訓練を実施し、役職員の

情報セキュリティ意識をブラッシュアップする手段として

有効に機能しています。

　さらに、当社のサイバーセキュリティ対策についての

第三者アセスメントの定期的実施や日本シーサート協議

会への加盟による外部との積極的な情報共有などを通

じ、対応の高度化を図っています。

事業継続計画（B C P）

　当社では、定期的にBCPマニュアルの整備と改編を

行い、危機的な状況下に置かれた場合にも重要な業務が

継続できるよう対策を講じています。

　具体的には、大規模地震の発生等を想定し、対策本部

を仮想で立ち上げてのBCP模擬訓練を継続的に実施し

ています。その訓練で浮かび上がった課題については、

BCPマニュアルに改善策を反映させるなどPDCAによ

る対応を講じています。さらにグループ会社リスク管理

連絡会（後述）では、外部講師を招聘し、大規模テロを想

定した危機管理対応の講習会を実施しました。

ビジネスメール詐欺について

当社グループでは、サイバー攻撃による具体的な被害は発生していません。その一方で、当社取引先や当社役員を名

乗るメールが送られてくる等、ビジネスメール詐欺が新たなサイバーテロの脅威として出現してきています。これに応

じて当社では、繰り返し注意喚起を図るのみならず、送金先情報や取引情報の確認手続の見直し、徹底を行う等の事故

発生予防を行っています。
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東京センチュリーグループ　コンプライアンス体制

取締役会

グループ会社  各社員

コンプライアンス責任者
＜当社グループ会社社長＞

内部通報制度
（名称：相談・通報制度）

●  社内窓口  コンプライアンス室    
◯  社外窓口  顧問弁護士（法律事務所）

●  社内窓口  常勤監査役    
[経営陣から独立した窓口 ]

各社員

コンプライアンス・オフィサー／CO
＜当社各部店長＞

当社グループ   コンプライアンス最高責任者
＜社長＞ 経営会議

チーフ・コンプライアンス・オフィサー／ C C O
＜リスク管理部門長＞

（事務局：コンプライアンス室）

任命

コンプライアンス関連報告等

コンプライアンス事案の報告・相談
[通常のレポーティングライン] コンプライアンス

違反行為通報

コンプライアンスに係る
推進・指示等

コンプライアンス順守の徹底
コンプライアンス教育の実施

任命

コンプライアンス

C O制度によるコンプライアンス体制

　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。

　当社グループでは、コンプライアンス最高責任者であ

る社長の任命したチーフ・コンプライアンス・オフィサー

（CCO）の監督下でコンプライアンス室がグループ全体

のコンプライアンス施策を推進しています。さらに、部

店長をコンプライアンス・オフィサー（CO）、およびグ

ループ会社社長をコンプライアンス責任者として、各職

場における各種法令の順守や社会規範に沿った事業活

動を行う責任を担っています。

連結グループ会社におけるコンプライアンス
の徹底

　連結経営管理強化の観点により、グループ会社リスク

管理連絡会を半期ごとに開催しています。

　関係会社のコンプライアンス担当を招いたこの会議は

既に12回の開催を数え、その時々の重要なコンプライア

ンス・イシュ―等を共有する有効なインナーコミュニ

ケーションの場となっています。

　また、事業領域がグローバルで急拡大する中、海外現

地法人での当社グループのコンプライアンス体制との融

合も課題です。例えば、2016年に連結化した米国CSI 

Leasingにおいては、同社のスピード感のある取り組み

によって、グローバルベースでの多言語（英、独、仏、

スペイン、ポルトガル語）に対応したコンプライアンス

ポータルシステムの整備が完了しました。

　海外現地法人に対しては、本社の総合リスク管理部の

担当者が訪問し、コンプライアンス教育の実施、現地法

制度等への対応状況、BCPの策定状況などをモニタリ

ングするとともに、内部通報制度の利用促進について啓

蒙活動を行っています。

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。

　国内、海外各グループ会社共通の通報窓口として、社

内のコンプライアンス室、社外の顧問弁護士事務所に加

え、独立性を確保するための常勤監査役の3ルートを設

定しています。通報受付件数も企業の自浄作用を示す指

標としてモニタリングし、経営会議や取締役会に報告し

ています。

内部通報制度の利用状況について

　内部通報制度の利用状況は、通報件数全体で大きな変

動はありませんが、傾向的には関係会社から受ける通報

の比率が高まっています。これは、コンプライアンス事象

の発生自体がグループ会社で増加したのではなく、内部

通報制度の啓蒙活動によって海外現地法人のナショナル

スタッフも含めて制度認知が進み、活用が増えたものと理

解しています。それと同時に、受け付けた社外弁護士事

務所やコンプライアンス室における通報者保護が徹底さ

れ、制度への信頼感が高まっていることも継続的に利用さ

れている理由であると考えます。

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。

リスクマネジメント・コンプライアンスリスクマネジメント・コンプライアンス

（件）

東京センチュリーグループ　
内部通報受付件数
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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。

コンプライアンスハンドブック
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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

𠮷田 政雄

7  取締役（社外取締役）※1※2

浅野 敏雄

8  取締役 執行役員副社長

野上 誠

9  取締役 執行役員副社長

雪矢 正隆

10  取締役 執行役員副社長

岡田 明彦

13  取締役 常務執行役員

水野 誠一

11  取締役 専務執行役員

馬場 高一

15  取締役 執行役員

中川 耕

14  取締役 常務執行役員

成瀬 明弘

12  取締役 常務執行役員

玉野 治

※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

役員体制
（2019年7月1日現在）
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東京センチュリーグループの J C Mスキーム図二国間クレジット制度を活用した  
低炭素技術導入の概念図

※ 日本企業の現地法人および地場のローカル企業

サステナビリティハイライト

二国間クレジット制度の推進による地球温暖化対策の推進

資源の有効活用による循環型経済社会の実現への貢献

ホテル事業を通じた地方創生への取り組み

エネルギーの安定輸送を通じて環境負荷低減に貢献

二国間クレジット制度の仕組み

　2016年11月に発効した「パリ協定」では、世界の平

均気温の上昇を産業革命前の2℃未満（努力目標1.5℃）

に抑えることを目標としています。日本は、2030年度の

温室効果ガスの排出を2013年度比26％削減を目標とし

て定めています。

　この目標達成に向けた有効な手段として、日本独自の

「二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism：

JCM）」の活用が進められています。JCMは、日本の持

つ優れた低炭素技術をパートナー国に提供し、導入資金

の一部を補助金として支援し、パートナー国の温室効果

ガスの削減と持続可能な社会インフラの整備に貢献する

とともに、削減された温室効果ガスの一部を日本の排出

削減量として計上する仕組みです。日本は、JCMなどに

　当社は、公共インフラ（下水処理場）と地域資源を活用

した創エネルギー事業として、月島機械とともに、下水

処理場で発生する消化ガス（バイオガス）を利用した発電

事業を展開していく考えです。消化ガスとは、下水処理

過程で発生するメタンを主成分とする可燃性ガスであり、

未利用の再生可能エネルギー源であることから、地球温

暖化対策の一つとして有効利用が期待されています。

　本事業は民間企業が自らの資金とノウハウを活用して

発電設備を建設し、自治体から消化ガスを購入して20年

間の発電事業を行い、電力会社に売電する仕組みです。

自治体は、事業資金、資産の所有の必要がなく、建設用

地および消化ガスを提供することでその対価を得ます。

　地方の過疎化が社会問題となる中、観光業の発展を通じ

た地方創生は重要な取り組みの一つであると認識していま

す。この取り組みの一環として、国際的な5つ星ホテルブ

ランドのスパリゾート「ANAインターコンチネンタル別府リ

ゾート＆スパ」の開発を手掛けました。2019年8月に予定

している当ホテルの開業により、ラグジュアリーな体験を

求める世界の旅行者を誘致し、日本有数の温泉地である別

府市が世界的な観光地になることを期待しています。

　LNGは、石炭、石油など他の化石燃料と比較して燃焼

時のCO2排出量や窒素化合物が少ないことから、クリーン

エネルギーとして近年需要が高まっています。このような

中で、当社は、リース会社としては初めて、新造LNG船

の保有に参画し、エネルギーの安定輸送に貢献していま

す。当社が共同保有するLNG船は、燃費効率を従来型と

比較して25％改善し、船体形状の最適化により推進性能

を高めるなど最新鋭の環境技術を搭載しており、航行時の

環境負荷低減にも貢献しています。

よって、2030年度までの累積で5千万～1億トンの温室

効果ガスを排出削減・吸収することを見込んでいます。

 
東京センチュリーグループのJCMの取り組み

　当社は、日本の金融・サービス企業としては唯一JCM

の代表事業者を務めています。広範な海外ネットワーク

と付加価値の高い金融・サービス機能を活用し、積極的

にプロジェクトに参画しています。代表事業者としての

当社の強みは、パートナー企業と連携した優良な環境機

器の企画・提案力と、補助金だけでなく事業運転資金も

海外現地法人を通じて提供できる点です。JCMは当社

のこれまで培ったノウハウや強みを活かすことが可能と

なるスキームであると考えています。

　今後も月島機械の得意とする「下水道分野での創エネル

ギー事業」と、当社の「環境・エネルギー事業での実績およ

び金融・サービス機能」を組み合わせ、安定した発電事業

を運営することで、循環型経済社会の実現に貢献します。

サステナビリティハイライト

当社は、社会インフラの整備を通じた地球温暖化対策、クリーンエネルギーの普及、ホテル事業に
よる地域社会の活性化など、事業を通じた社会的意義の高い取り組みを推進しています。

　当社のJCM事業は、既に3カ国・6つのプロジェクトに採択された実績があります（2019年7

月現在）。JCM事業は、地球温暖化対策や日本メーカーの低炭素技術の拡大をサポートできるほ

か、パートナー国の経済発展にも貢献できる社会的意義の高い事業です。また、SDGsの目標に

も合致しており、循環型経済社会の実現に世界規模で貢献できる事業とも言えます。当社はこれ

まで、規制に縛られない自由な経営環境のもと国内外のお客さまが求めている金融・サービスを

数多くご提供してまいりました。今後も、日系企業とのパートナーシップのもと、付加価値の高い

金融・サービスの提供を武器に、JCM事業を積極的に推進・拡大していきます。

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ

中川水循環センター消化ガス発電所 完成予想イメージ

LNG船「ENSHU MARU（遠州丸）」

青木  貴史
国際ソリューション支援部　次長

代表事業者
東京センチュリー

環境省

当社海外
現地法人

補助金

国際コンソーシアム

海外共同事業者※ 
（発電システム等導入）

日本の
有力メーカー等

リース等

従来設備

GHG
排出量

初期投資 
コスト

優れた低炭素技術

GHG
排出量

排出 
削減量

初期投資 
コスト

資金
支援

GHG
排出量

パートナー国 日本政府・企業

クレジット

資金支援

日本の 
削減量に 
カウント

クレジット補助金 優れた低炭素技術の
製品等
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社外からの評価

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.

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。

「なでしこ銘柄2017」に選定

2012年度から経済産業省が東京証券取引所と共同で女性活躍推進に優れている企業を「なでしこ銘
柄」に選定しています。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。

「準なでしこ2019」に選定

2018年度から経済産業省が東京証券取引所と共同で、取締役、監査役、執行役員のいずれかに女性が
1名以上いる上場企業のうち、女性活躍推進に優れている企業を「準なでしこ」に選定しています。当社は、
女性執行役員が1名在籍し、女性の活躍推進に対する各種取り組みが評価され、選定されました。  

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。

MSCIジャパンESG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。

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 IT経営銘柄2019

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3,600
社の中から業種区分ごとに選定。当社
は2015年度から5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。

人材

社会

※ 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。

G r a bと連携し、シンガポールの自動車レンタル事業を強化

お客さまに安全・安心なレンタカーを提供

グリーンボンドの発行により太陽光発電事業を推進

　シンガポールは、渋滞緩和や環境対策のために国が

自動車の登録台数をコントロールしています。車両を購

入する際には、購入代金のほか、税金・諸費用の支払い

が必要であり、シンガポールでは自動車の保有は一部の

富裕層に限られています。

　当社は、2016年にモバイルアプリを活用してドライバー

と乗客をマッチングする配車サービス事業などを東南アジ

ア8カ国で展開するGrabと戦略的パートナーシップ協定を

締結。その後、Grabのパートナードライバーを対象にシン

ガポールで自動車レンタル事業を展開するGrab Rentals

　ニッポンレンタカーサービスは、お客さまの交通事故防

止、安全・安心への取り組みとして、2017年1月からASV※

搭載車の導入を開始し、2019年5月現在では全車両の約

85％（約32,000台）がASV搭載車両となっています。

　ASV搭載車両導入前のお客さまの事故原因は、前方

不注意等による「うっかり」事故が約18％も占めていま

した。その中には渋滞中の追突やセンターラインオー

バーなど、ASVを搭載していれば防ぐことができた事故

もあるものと考えています。

　これに加えて、2019年7月の新車導入から全車にドラ

イブレコーダーを標準装備することを決定しています。

への出資も行いました。今後は、Grab Rentalsを通じて、

ドライバーと乗客の安全性と利便性を高める取り組みも

強化し、シンガポールの交通インフラの向上に貢献して

いきたいと考えています。

今後も安全・安心で快適なレンタカーを提供し続け、交

通事故減少や社会問題となっている危険運転への対策

を進めていきます。
※  Advanced Safety Vehicleの略。衝突被害軽減ブレーキ、定速走行・車間距
離制御装置、車線維持支援制御装置、車両安定性制御装置等ドライバーの安全
運転を支援するシステムを搭載した自動車のこと。

京セラTCLソーラーが運営する宮城・黒川メガソーラー発電所

サステナビリティハイライト

　当社は、2018年10月に公募形式によるグリーンボン

ド※（無担保普通社債）を発行し、100億円を調達しまし

た。調達した資金は、連結子会社の京セラTCLソーラー

が行う太陽光発電用の設備リースに充当しました。京セ

ラTCLソーラーは、2012年8月の設立以来、全国70カ

所以上での太陽光発電所を稼働、運営しています。当社

は、今後も地球環境保全と再生可能エネルギーへの取り

組みを通じた環境負荷低減に努めていきます。
※ 環境問題の解決に資する事業に使途を限定して資金調達する債券

78 Tokyo Century Corporation Integrated Report 2019 79Tokyo Century Corporation Integrated Report 2019




