
財務・非財務ハイライト

※ は連結ベースの実績

環境負荷低減への取り組み※ 
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グループビジョンを実現するために
中期計画に加え、
マテリアリティを活用して

CSV経営を推進していきます。

「中期計画2014」について
お聞かせください。
10年後のありたい姿に向けた
ファーストステップが
「中期計画2014」です。

Q
A

当社が2005年2月に東京証券取引所に上場してから10年が経

過し、取り巻く事業環境も大きく変化しました。この間、リース会

計基準の変更やリーマンショック等が重なり、日本全体のリース

取扱高はほぼ半減、また長期にわたる金利の低下傾向は、各社

の収益力の低下につながってきています。その中で当社は、特徴

であったICT製品のリース事業から、リース対象機器の間口を広

げる等、様々なファイナンスサービスの提供に取り組んでまいり

ました。

そして従来にない取り組みに挑戦する中で、プロパー社員、NEC

出身者、中途採用者と、ひとつの会社に様々な背景や文化を持っ

た人財が同居し、お互いに刺激し合いながら力を発揮していま

す。しかし、より一層その力を結集するためには、我々は何者で何

を目指していくのかについて合意形成が必要だという考えに行き

着きました。

そこで当社は2013年10月に「お客様と共に、社会価値向上を

目指して、グローバルに挑戦するサービス・カンパニー」というグ

ループビジョンを制定しました。このビジョンは、当社グループが

持続的な成長を果たしていくために「10年後のありたい姿」を取

りまとめたものです。社会価値の向上を言い換えれば、社会的課

題を事業を通して解決できる企業となること、すなわちCSVの実

現です。例えばヘルスケア領域やエネルギー領域等の社会的課

題に対して積極的に関わり、当社ならではの解決策を当社の事

業として実施していくというものです。そうした中長期的な視野

に立って当社が目指す姿を全社で共有することで、どのような事

業環境であろうとも目指す道を見誤ることなく、最善かつ最短で

たどり着くことができると考えます。

そのグループビジョンの実現に向けたファーストステップが「中

期計画2014」です。3年間の計画で当社の強みを見直し、事業

基盤の再構築に取り組むと共に、グループビジョン実現に向けた

種まきを行っています。その後もホップ・ステップ・ジャンプの3段

階で、3年ごとに中期計画を策定し、グループビジョンの実現に取

り組んでいきます。

「中期計画2014」の2年目である2015年度は、以下の事業戦

略に基づき、様々な施策を実行しました。

事業戦略1
「NECと共に社会価値向上を目指す」

NECの内部にベンダーファイナンスの専門部署を設置し、上流

工程からNECとの連携を強化しました。今後、この部門を通じて

積極的にNEC製品拡販に向けたファイナンスプログラムの提案

を行っていきます。

また、NECと連携して電気自動車（EV）・プラグインハイブリッド自

動車（PHV）向けの充電インフラを拡充したことは、当社のCSV

経営の好事例と言えます。近年、資源エネルギーや環境問題への

関心の高まりを背景に、EVが注目を集めています。EVの利用拡

大にあたっては、充電設備の整備が不可欠ですが、こうした社会

的ニーズにファイナンス面から支援することで、インフラ設備の

拡充がスピーディに進展しました（→詳細はP16 事例2）。

事業戦略2
「社会価値を創造する顧客基盤の拡充」

当社の顧客基盤の拡充に向けて、中小企業を対象とした新たな

ベンダーファイナンスプログラム事業を開始しました。また、東南

アジア地域に設立した現地法人が順調な滑り出しを見せ、設立

から3年で黒字化が見えてきました。更に、当社独自の商流を拡

大するべく地道な営業努力を積み重ねた結果、取引社数や成約

高が増加し、利益の源泉である営業資産を2年連続で増やすこ

とができたと共に、将来の業績拡大に向けた下準備が整ってき

たと感じています。

事業戦略3
「CSV観点の新しいニーズの開拓と事業化の推進」

子会社である株式会社リサ・パートナーズは、完全子会社化から

約5年が経過し、グループ業績を支える柱のひとつとなりました。

同社が取り組む地域金融機関と連携した観光活性化ファンドは、

地域活性化につながるものであり、CSVの実現を目指す当社に

とって、新しい観点でニーズの開拓を進めています。

再生可能エネルギーにおいては、浜松市や地元の金融機関、民

間企業と連携し、官民連携で地域新電力会社（株式会社浜松新

電力）を立ち上げるに至りました。エネルギー資源に乏しい日本

において、再生可能エネルギーへの注目は高まっており、政令

指定都市として全国初の大規模な取り組みとなった本事例は、

今後の当社事業拡大に貢献するものと考えています（→詳細は

P13 事例1）。

また直近では、三井住友銀行等と連携し、秋田県において農業

ビジネスに参入することを発表いたしました。グループビジョン

実現に向けた新規事業を早期に立ち上げられたことに手ごたえ

を感じています（詳しくは当社ホームページ、2016年6月15日

発表のプレスリリース「農地所有適格法人の設立について」等

をご覧ください）。

事業戦略4
「多様なアセットへの取り組み」

航空機リースや建物リース、再生可能エネルギー関連事業に積

極的に取り組み、着実に営業資産を積み上げています。

これらの施策によってコア領域の再構築やグループビジョン実現

に向けた仕組みにおいて着実な進展がみられました。

今期は「中期計画2014」の最終年度にあたりますが、世界的な

景気減速に加え、急激な円高・株安による企業収益の下振れ懸

念による不透明感が増し、お客様企業は投資に対して慎重姿勢

となっています。また、日銀のマイナス金利導入による金利低下

は、当社の資金調達面でメリットはあるものの、更なる競争激化・

収益性の低下を招いています。

このような状況を総合的に勘案し、今般、中期計画2014で掲げ

た業績目標は下方修正させていただきました。（→詳細はP11

下表）2016年度は、こうした想定外の事業環境の変化に対応す

るべく軌道を修正し、中期計画の最終年度として、当社の事業基

盤の再構築と種まきの総仕上げに取り組みます。これまで積極

的に取り組んできたPFI事業の深耕を図ると共に、自治体向けに

SIサービスの提案・事業化、環境・再生エネルギー事業推進の部

門を立ち上げるなど、更なる企業成長に向けた足場を固めてい

く考えです。

また昨年度中には、グループビジョンを実現するツールとして、

当社の重要課題（マテリアリティ）を特定しました。マテリアリ

ティとは、「事業パフォーマンスや社会、ステークホルダーに大

きな影響を与える課題」を意味し、企業における様々な課題を、

影響度合いを勘案して整理し、優先的に取り組む課題を明確に

したものを指します。持続可能な企業経営において話題に上が

ることの多いキーワードで、CSR課題を論じる文脈で用いられ

ることの多い概念ですが、当社では、企業経営そのものの根幹

を握るものと捉え、CSR課題だけでなく経営課題の双方を解決

する「経営の羅針盤」を作成する位置づけで特定作業を行いま

した。

取締役、執行役員に対するヒアリングから多岐にわたる課題を

一覧にし、グルーピング、優先順位づけ等を経て、抽出された当

社のマテリアリティは「収益基盤の拡充」「経営基盤の強化」

「企業風土の変革」の3点です。（→詳細はP5～6）

特に「収益基盤の拡充」は、最優先の共通認識であり、当社の

喫緊の課題です。また、上場会社として、社会の公器として、そ

の立場を維持するために経営リスクに対する適切な管理を行う

「経営基盤の強化」が求められます。これらの課題を解決するた

めには当社最大の資産である「人財」の強化と活用を図るため

の「企業風土の変革」が不可欠になります。それらの課題に対し

て責任者を明確にし、課題解決に向けたアクション管理を行う

だけでなく、次期中期計画に織り込んで対応していきます。

10年先を見据えたグループビジョンの実現に向けた取り組み

は、2年が経過しました。足元の数年は、事業構造そのものを見

直し再構築する期間であり、諸施策に関しての実績が経営成績

として見えにくく歯がゆく思われるかもしれません。しかしながら

強固な事業基盤を構築するためにはしっかりとした基礎工事が

必要であり、中長期的な目線で当社の取り組みを見守っていた

だければと考えています。

当社はこれからも、グループビジョンの実現に向けてグループ全

社の社員一人ひとりが一丸となって、CSV経営に取り組んでい

きます。今後の成長にご期待いただくと共に、引き続きご支援・ご

指導を賜りますよう、お願い申し上げます。

トップメッセージ

代表取締役社長
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ビジョン実現に向けた当社のロードマップ

2014年度 2023年度

事業戦略

1
事業戦略

2

事業戦略

3
事業戦略

4

NECと共に
社会価値向上を
目指す

● 社会価値創造型企業への変革を目指すNECの中期
計画と連動して成長を図る

● 国内及び海外のNEC顧客に対して、当社の持つノウ
ハウを活用したソリューション営業を強化する

● ベンダーファイナンスプログラム強化を目的としたNEC内組織
の設置

● NECと連携したEV・PHV向け充電インフラの拡充

● 海底ケーブルプロジェクトへのファイナンスサポート

社会価値を
創造する
顧客基盤の拡充

● CSV経営を目指す顧客に対して、当社グループの持
つ金融サービス、ICT資産に関するサービス等を提
供する

● 国内企業の海外進出、海外現地法人への支援を行う

● 新規領域におけるPFI事業案件獲得

● ヘルスケアリートの上場実現

● 観光活性化ファンドの展開推進

● 自治体連携による再生可能エネルギービジネスの立ち上げ

CSV観点の
新しいニーズの
開拓と
事業化の推進

● 社会インフラ老朽化対応等のPFI事業を推進する

● ICT資産におけるLCMやSAM※1のサービスを提供
することでICT周辺事業を強化する

● 地域経済の活性化支援を拡充する

● パートナーシップの強化による新しいニーズへの取
り組みを推進する

● 民需領域における顧客基盤拡大

● 地域エリア営業の実績拡大

● 中小企業向けの新たなベンダーファイナンスの立ち上げ

● グローバル事業の早期立ち上げ

多様なアセット
への取り組み

● 船舶・航空機・太陽光設備等の多様なアセットを扱
い、事業ノウハウを向上させる

※ SAM （Software Asset Management）：ソフトウェア資産管理のこと

● 航空機リースへの取り組み

● 建物リースの拡大

● 太陽光を始めとした再生可能エネルギーへの取り組み

「中期計画2014」（2014～2016年度） 2014～2015年度の中計施策における主な成果

コア領域の拡充

ビジョン実現に向けた
新事業収益化

コア領域の完成

ビジョン実現に向けた
新事業立ち上げ

コア領域の
基盤再構築

ビジョン実現に向けた
「仕掛け」を構築

1～3年目

4～6年目

7～10年目
当社の新事業

再生可能エネルギー

ヘルスケア

観光

農業

トップメッセージ

2015年度はどのような
事業年度でしたか？
コア領域の再構築や
グループビジョン実現に向けた
仕掛けが着実な進展を見せました。

Q
A

当社が2005年2月に東京証券取引所に上場してから10年が経

過し、取り巻く事業環境も大きく変化しました。この間、リース会

計基準の変更やリーマンショック等が重なり、日本全体のリース

取扱高はほぼ半減、また長期にわたる金利の低下傾向は、各社

の収益力の低下につながってきています。その中で当社は、特徴

であったICT製品のリース事業から、リース対象機器の間口を広

げる等、様々なファイナンスサービスの提供に取り組んでまいり

ました。

そして従来にない取り組みに挑戦する中で、プロパー社員、NEC

出身者、中途採用者と、ひとつの会社に様々な背景や文化を持っ

た人財が同居し、お互いに刺激し合いながら力を発揮していま

す。しかし、より一層その力を結集するためには、我々は何者で何

を目指していくのかについて合意形成が必要だという考えに行き

着きました。

そこで当社は2013年10月に「お客様と共に、社会価値向上を

目指して、グローバルに挑戦するサービス・カンパニー」というグ

ループビジョンを制定しました。このビジョンは、当社グループが

持続的な成長を果たしていくために「10年後のありたい姿」を取

りまとめたものです。社会価値の向上を言い換えれば、社会的課

題を事業を通して解決できる企業となること、すなわちCSVの実

現です。例えばヘルスケア領域やエネルギー領域等の社会的課

題に対して積極的に関わり、当社ならではの解決策を当社の事

業として実施していくというものです。そうした中長期的な視野

に立って当社が目指す姿を全社で共有することで、どのような事

業環境であろうとも目指す道を見誤ることなく、最善かつ最短で

たどり着くことができると考えます。

そのグループビジョンの実現に向けたファーストステップが「中

期計画2014」です。3年間の計画で当社の強みを見直し、事業

基盤の再構築に取り組むと共に、グループビジョン実現に向けた

種まきを行っています。その後もホップ・ステップ・ジャンプの3段

階で、3年ごとに中期計画を策定し、グループビジョンの実現に取

り組んでいきます。

「中期計画2014」の2年目である2015年度は、以下の事業戦

略に基づき、様々な施策を実行しました。

事業戦略1
「NECと共に社会価値向上を目指す」

NECの内部にベンダーファイナンスの専門部署を設置し、上流

工程からNECとの連携を強化しました。今後、この部門を通じて

積極的にNEC製品拡販に向けたファイナンスプログラムの提案

を行っていきます。

また、NECと連携して電気自動車（EV）・プラグインハイブリッド自

動車（PHV）向けの充電インフラを拡充したことは、当社のCSV

経営の好事例と言えます。近年、資源エネルギーや環境問題への

関心の高まりを背景に、EVが注目を集めています。EVの利用拡

大にあたっては、充電設備の整備が不可欠ですが、こうした社会

的ニーズにファイナンス面から支援することで、インフラ設備の

拡充がスピーディに進展しました（→詳細はP16 事例2）。

事業戦略2
「社会価値を創造する顧客基盤の拡充」

当社の顧客基盤の拡充に向けて、中小企業を対象とした新たな

ベンダーファイナンスプログラム事業を開始しました。また、東南

アジア地域に設立した現地法人が順調な滑り出しを見せ、設立

から3年で黒字化が見えてきました。更に、当社独自の商流を拡

大するべく地道な営業努力を積み重ねた結果、取引社数や成約

高が増加し、利益の源泉である営業資産を2年連続で増やすこ

とができたと共に、将来の業績拡大に向けた下準備が整ってき

たと感じています。

事業戦略3
「CSV観点の新しいニーズの開拓と事業化の推進」

子会社である株式会社リサ・パートナーズは、完全子会社化から

約5年が経過し、グループ業績を支える柱のひとつとなりました。

同社が取り組む地域金融機関と連携した観光活性化ファンドは、

地域活性化につながるものであり、CSVの実現を目指す当社に

とって、新しい観点でニーズの開拓を進めています。

再生可能エネルギーにおいては、浜松市や地元の金融機関、民

間企業と連携し、官民連携で地域新電力会社（株式会社浜松新

電力）を立ち上げるに至りました。エネルギー資源に乏しい日本

において、再生可能エネルギーへの注目は高まっており、政令

指定都市として全国初の大規模な取り組みとなった本事例は、

今後の当社事業拡大に貢献するものと考えています（→詳細は

P13 事例1）。

また直近では、三井住友銀行等と連携し、秋田県において農業

ビジネスに参入することを発表いたしました。グループビジョン

実現に向けた新規事業を早期に立ち上げられたことに手ごたえ

を感じています（詳しくは当社ホームページ、2016年6月15日

発表のプレスリリース「農地所有適格法人の設立について」等

をご覧ください）。

事業戦略4
「多様なアセットへの取り組み」

航空機リースや建物リース、再生可能エネルギー関連事業に積

極的に取り組み、着実に営業資産を積み上げています。

これらの施策によってコア領域の再構築やグループビジョン実現

に向けた仕組みにおいて着実な進展がみられました。

今期は「中期計画2014」の最終年度にあたりますが、世界的な

景気減速に加え、急激な円高・株安による企業収益の下振れ懸

念による不透明感が増し、お客様企業は投資に対して慎重姿勢

となっています。また、日銀のマイナス金利導入による金利低下

は、当社の資金調達面でメリットはあるものの、更なる競争激化・

収益性の低下を招いています。

このような状況を総合的に勘案し、今般、中期計画2014で掲げ

た業績目標は下方修正させていただきました。（→詳細はP11

下表）2016年度は、こうした想定外の事業環境の変化に対応す

るべく軌道を修正し、中期計画の最終年度として、当社の事業基

盤の再構築と種まきの総仕上げに取り組みます。これまで積極

的に取り組んできたPFI事業の深耕を図ると共に、自治体向けに

SIサービスの提案・事業化、環境・再生エネルギー事業推進の部

門を立ち上げるなど、更なる企業成長に向けた足場を固めてい

く考えです。

また昨年度中には、グループビジョンを実現するツールとして、

当社の重要課題（マテリアリティ）を特定しました。マテリアリ

ティとは、「事業パフォーマンスや社会、ステークホルダーに大

きな影響を与える課題」を意味し、企業における様々な課題を、

影響度合いを勘案して整理し、優先的に取り組む課題を明確に

したものを指します。持続可能な企業経営において話題に上が

ることの多いキーワードで、CSR課題を論じる文脈で用いられ

ることの多い概念ですが、当社では、企業経営そのものの根幹

を握るものと捉え、CSR課題だけでなく経営課題の双方を解決

する「経営の羅針盤」を作成する位置づけで特定作業を行いま

した。

取締役、執行役員に対するヒアリングから多岐にわたる課題を

一覧にし、グルーピング、優先順位づけ等を経て、抽出された当

社のマテリアリティは「収益基盤の拡充」「経営基盤の強化」

「企業風土の変革」の3点です。（→詳細はP5～6）

特に「収益基盤の拡充」は、最優先の共通認識であり、当社の

喫緊の課題です。また、上場会社として、社会の公器として、そ

の立場を維持するために経営リスクに対する適切な管理を行う

「経営基盤の強化」が求められます。これらの課題を解決するた

めには当社最大の資産である「人財」の強化と活用を図るため

の「企業風土の変革」が不可欠になります。それらの課題に対し

て責任者を明確にし、課題解決に向けたアクション管理を行う

だけでなく、次期中期計画に織り込んで対応していきます。

10年先を見据えたグループビジョンの実現に向けた取り組み

は、2年が経過しました。足元の数年は、事業構造そのものを見

直し再構築する期間であり、諸施策に関しての実績が経営成績

として見えにくく歯がゆく思われるかもしれません。しかしながら

強固な事業基盤を構築するためにはしっかりとした基礎工事が

必要であり、中長期的な目線で当社の取り組みを見守っていた

だければと考えています。

当社はこれからも、グループビジョンの実現に向けてグループ全

社の社員一人ひとりが一丸となって、CSV経営に取り組んでい

きます。今後の成長にご期待いただくと共に、引き続きご支援・ご

指導を賜りますよう、お願い申し上げます。

2016年度の取り組みについて
お聞かせください。Q

A グループビジョンを実現するツール
として「マテリアリティ」を定めました。
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2016年7月初旬、株式会社日本政策投資銀行 産業調査部長の竹ケ原啓介氏と当社社長の安中

及び経営企画部担当執行役員の渡辺が「CSV経営」と「マテリアリティ」をテーマに意見交換を

しました。竹ケ原氏は同行で環境格付融資をご担当され、数々の企業のマテリアリティ策定にアド

バイザーとして参加される等、CSR、マテリアリティの分野で高い見識をお持ちの方です。

当社からは、当社の抽出プロセスや特定されたマテリアリティの内容を説明した他、安中から

「マテリアリティ」をCSV経営の羅針盤として活用したいという思いをお伝えし、今後のKPI管理

の取り組み計画を説明しました。同氏からは、マテリアリティの内容について詳細にわたりご意見を

頂戴し、当社としての最重要課題を特定するためにステークホルダーとの積極的な対話について

アドバイスいただきました。

当社では、今回の意見交換を踏まえ、今後もマテリアリティの継続的な見直しを進めていきます。

Column
最重要課題を特定するためにステークホルダーとの積極的な対話が必要

当期の業績を振り返って

今後の財務戦略について

配当政策について

経常利益の主要増減要因（単位：億円）

■ 減益要因　■ 増益要因

一株当たり配当金

2017年3月期予想

第2四半期末

22円00銭 22円00銭 44円00銭

22円00銭 22円00銭 44円00銭

期末 年間

2016年3月期実績

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

ROA

自己資本比率

2014年度計画

40億円

20億円

0.6%

10.5%

2016年度計画

70億円

45億円

1.0%

11.0%

営業資産残高（単位：億円）

18

12

7
6

7

13

営業外
収益増

（為替差益）

25

経常
利益

47

経常
利益

60

2015年3月期 2016年3月期

与信関連費用
戻入減

■■ 賃貸・割賦事業　　 ■■ ファイナンス事業
■■ リサ事業　 　　　 ■■その他の事業

0

2,000

4,000

6,000

8,000 7,178

15/3末 16/3末

1,741

4,586

6,192

14/3末

1,353

4,378

1,978

368

4,769

37931 430 426
425

7,494

4.4
%増

4.0
%増

有識者との意見交換

2016年度計画

2014年度実績

47億円

28億円

0.6%

9.2%

2016年度予想

60億円

35億円

0.7%

9.0%

2016年度中計差異

▲10億円

▲10億円

▲0.3%

▲2.0%

子会社
収益増他

貸付
収益増他

販管費
資金原価減

賃貸・割賦
粗利益減

減損損失
他

対談の様子

営業資産残高は、営業の諸施策が奏功し、前期末比

4.4%（315億円）増加の7,494億円となりました。取扱

アセットの多様化の推進を継続すると共に、良質なアセッ

トを積み上げることで収益力の向上に取り組みました。

多様化する取扱アセットに対しては、ALM（資産負債総

合管理）の高度化やリスクマネジメントの強化を推進し、

リスクの極小化と収益向上を目指しました。

資金調達面では、日銀のマイナス金利政策を背景に、流

動性を慎重に勘案しながらコマーシャルペーパーを活用

することで、資金調達コストの低減を図りました。

株主の皆様への利益還元につきましては、安定した配当

の維持を基本としております。当期は、従来通り1株当た

り44円の配当を実施し、来期も44円を予定しています。

当期の業績は、売上高は前期比5.2%減の2,026億円、

経常利益は前期比27.4%増の60億円、親会社株主に

帰属する当期純利益は前期比18.4%増の33億円とな

りました。

売上高は、前年に大型営業アセットの売却があったため

前期割れとなったものの、期初の計画値を上回るものと

なりました。また経常利益の前年比増減においては、主力

の賃貸・割賦事業でオペ・リース案件の減損損失を計上し

たことによって売上総利益が減少したものの、海外案件

やファンド収益等が順調に推移し、ファイナンス事業、リ

サ事業、その他の事業で着実に売上総利益を積み上げま

した。加えて、円高の進行により為替差益が発生したため

営業外利益が増加し、前期比及び期初計画値を上回る結

果となりました。

連結業績と経営指標予想 当初計画 現状予想

最後に株主をはじめとした
ステークホルダーへのメッセージを
お願いします。
10年先を見据えた当社の
取り組みにご期待ください。

Q

A

財務担当役員から
トップメッセージ

良質なアセットを積み上げ、
利益成長につなげていきます。

今関 智雄

代表取締役
執行役員常務

当社が2005年2月に東京証券取引所に上場してから10年が経

過し、取り巻く事業環境も大きく変化しました。この間、リース会

計基準の変更やリーマンショック等が重なり、日本全体のリース

取扱高はほぼ半減、また長期にわたる金利の低下傾向は、各社

の収益力の低下につながってきています。その中で当社は、特徴

であったICT製品のリース事業から、リース対象機器の間口を広

げる等、様々なファイナンスサービスの提供に取り組んでまいり

ました。

そして従来にない取り組みに挑戦する中で、プロパー社員、NEC

出身者、中途採用者と、ひとつの会社に様々な背景や文化を持っ

た人財が同居し、お互いに刺激し合いながら力を発揮していま

す。しかし、より一層その力を結集するためには、我々は何者で何

を目指していくのかについて合意形成が必要だという考えに行き

着きました。

そこで当社は2013年10月に「お客様と共に、社会価値向上を

目指して、グローバルに挑戦するサービス・カンパニー」というグ

ループビジョンを制定しました。このビジョンは、当社グループが

持続的な成長を果たしていくために「10年後のありたい姿」を取

りまとめたものです。社会価値の向上を言い換えれば、社会的課

題を事業を通して解決できる企業となること、すなわちCSVの実

現です。例えばヘルスケア領域やエネルギー領域等の社会的課

題に対して積極的に関わり、当社ならではの解決策を当社の事

業として実施していくというものです。そうした中長期的な視野

に立って当社が目指す姿を全社で共有することで、どのような事

業環境であろうとも目指す道を見誤ることなく、最善かつ最短で

たどり着くことができると考えます。

そのグループビジョンの実現に向けたファーストステップが「中

期計画2014」です。3年間の計画で当社の強みを見直し、事業

基盤の再構築に取り組むと共に、グループビジョン実現に向けた

種まきを行っています。その後もホップ・ステップ・ジャンプの3段

階で、3年ごとに中期計画を策定し、グループビジョンの実現に取

り組んでいきます。

「中期計画2014」の2年目である2015年度は、以下の事業戦

略に基づき、様々な施策を実行しました。

事業戦略1
「NECと共に社会価値向上を目指す」

NECの内部にベンダーファイナンスの専門部署を設置し、上流

工程からNECとの連携を強化しました。今後、この部門を通じて

積極的にNEC製品拡販に向けたファイナンスプログラムの提案

を行っていきます。

また、NECと連携して電気自動車（EV）・プラグインハイブリッド自

動車（PHV）向けの充電インフラを拡充したことは、当社のCSV

経営の好事例と言えます。近年、資源エネルギーや環境問題への

関心の高まりを背景に、EVが注目を集めています。EVの利用拡

大にあたっては、充電設備の整備が不可欠ですが、こうした社会

的ニーズにファイナンス面から支援することで、インフラ設備の

拡充がスピーディに進展しました（→詳細はP16 事例2）。

事業戦略2
「社会価値を創造する顧客基盤の拡充」

当社の顧客基盤の拡充に向けて、中小企業を対象とした新たな

ベンダーファイナンスプログラム事業を開始しました。また、東南

アジア地域に設立した現地法人が順調な滑り出しを見せ、設立

から3年で黒字化が見えてきました。更に、当社独自の商流を拡

大するべく地道な営業努力を積み重ねた結果、取引社数や成約

高が増加し、利益の源泉である営業資産を2年連続で増やすこ

とができたと共に、将来の業績拡大に向けた下準備が整ってき

たと感じています。

事業戦略3
「CSV観点の新しいニーズの開拓と事業化の推進」

子会社である株式会社リサ・パートナーズは、完全子会社化から

約5年が経過し、グループ業績を支える柱のひとつとなりました。

同社が取り組む地域金融機関と連携した観光活性化ファンドは、

地域活性化につながるものであり、CSVの実現を目指す当社に

とって、新しい観点でニーズの開拓を進めています。

再生可能エネルギーにおいては、浜松市や地元の金融機関、民

間企業と連携し、官民連携で地域新電力会社（株式会社浜松新

電力）を立ち上げるに至りました。エネルギー資源に乏しい日本

において、再生可能エネルギーへの注目は高まっており、政令

指定都市として全国初の大規模な取り組みとなった本事例は、

今後の当社事業拡大に貢献するものと考えています（→詳細は

P13 事例1）。

また直近では、三井住友銀行等と連携し、秋田県において農業

ビジネスに参入することを発表いたしました。グループビジョン

実現に向けた新規事業を早期に立ち上げられたことに手ごたえ

を感じています（詳しくは当社ホームページ、2016年6月15日

発表のプレスリリース「農地所有適格法人の設立について」等

をご覧ください）。

事業戦略4
「多様なアセットへの取り組み」

航空機リースや建物リース、再生可能エネルギー関連事業に積

極的に取り組み、着実に営業資産を積み上げています。

これらの施策によってコア領域の再構築やグループビジョン実現

に向けた仕組みにおいて着実な進展がみられました。

今期は「中期計画2014」の最終年度にあたりますが、世界的な

景気減速に加え、急激な円高・株安による企業収益の下振れ懸

念による不透明感が増し、お客様企業は投資に対して慎重姿勢

となっています。また、日銀のマイナス金利導入による金利低下

は、当社の資金調達面でメリットはあるものの、更なる競争激化・

収益性の低下を招いています。

このような状況を総合的に勘案し、今般、中期計画2014で掲げ

た業績目標は下方修正させていただきました。（→詳細はP11

下表）2016年度は、こうした想定外の事業環境の変化に対応す

るべく軌道を修正し、中期計画の最終年度として、当社の事業基

盤の再構築と種まきの総仕上げに取り組みます。これまで積極

的に取り組んできたPFI事業の深耕を図ると共に、自治体向けに

SIサービスの提案・事業化、環境・再生エネルギー事業推進の部

門を立ち上げるなど、更なる企業成長に向けた足場を固めてい

く考えです。

また昨年度中には、グループビジョンを実現するツールとして、

当社の重要課題（マテリアリティ）を特定しました。マテリアリ

ティとは、「事業パフォーマンスや社会、ステークホルダーに大

きな影響を与える課題」を意味し、企業における様々な課題を、

影響度合いを勘案して整理し、優先的に取り組む課題を明確に

したものを指します。持続可能な企業経営において話題に上が

ることの多いキーワードで、CSR課題を論じる文脈で用いられ

ることの多い概念ですが、当社では、企業経営そのものの根幹

を握るものと捉え、CSR課題だけでなく経営課題の双方を解決

する「経営の羅針盤」を作成する位置づけで特定作業を行いま

した。

取締役、執行役員に対するヒアリングから多岐にわたる課題を

一覧にし、グルーピング、優先順位づけ等を経て、抽出された当

社のマテリアリティは「収益基盤の拡充」「経営基盤の強化」

「企業風土の変革」の3点です。（→詳細はP5～6）

特に「収益基盤の拡充」は、最優先の共通認識であり、当社の

喫緊の課題です。また、上場会社として、社会の公器として、そ

の立場を維持するために経営リスクに対する適切な管理を行う

「経営基盤の強化」が求められます。これらの課題を解決するた

めには当社最大の資産である「人財」の強化と活用を図るため

の「企業風土の変革」が不可欠になります。それらの課題に対し

て責任者を明確にし、課題解決に向けたアクション管理を行う

だけでなく、次期中期計画に織り込んで対応していきます。

10年先を見据えたグループビジョンの実現に向けた取り組み

は、2年が経過しました。足元の数年は、事業構造そのものを見

直し再構築する期間であり、諸施策に関しての実績が経営成績

として見えにくく歯がゆく思われるかもしれません。しかしながら

強固な事業基盤を構築するためにはしっかりとした基礎工事が

必要であり、中長期的な目線で当社の取り組みを見守っていた

だければと考えています。

当社はこれからも、グループビジョンの実現に向けてグループ全

社の社員一人ひとりが一丸となって、CSV経営に取り組んでい

きます。今後の成長にご期待いただくと共に、引き続きご支援・ご

指導を賜りますよう、お願い申し上げます。
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