
三菱ＨＣキャピタル  統合報告書2022 MITSUBISHI HC CAPITAL INTEGRATED REPORT 202222 23

カスタマーソリューション

事業紹介
企業には気候変動、人口増加、資源不足といった地球規模のメガトレンドを
背景に、脱炭素社会の推進や循環型経済の構築などが求められています。
こうしたなか、サステナブルな社会と顧客価値を起点に、銀行・商社系の強みで
ある豊富な顧客基盤と、メーカー系で培った戦略パートナーとのソリューション
を掛け合わせることで、金融と事業サービスを融合させ、社会への貢献、
ならびに、お客さまの課題解決に寄与する、付加価値サービスを開発・提供して
いきます。

Customer Solutions

横浜支店長

星田 眞希

ビジネスの最前線から
横浜支店は、神奈川県全域の製造業、病院、サービス業といった、幅広い業種の
お客さまを担当している支店です。お客さまのさまざまな課題解決をお手伝い

するため、日々の関係構築に努め、設備導入の際のリース・ファイナンス
にとどまらず、柔軟な発想と三菱ＨＣキャピタルの豊富なサービス・
プロダクツをご提案できるよう、試行錯誤しながら営業活動を
行っています。今後は、これまでに培った経験やお客さまとの
つながりをもとに、お客さまにとって真に価値のあるアセット
を新しい方法（レンタル、シェアリング、サブスクリプションなど）
で提供するなど、「リース会社らしい新しいビジネス」の創出・
展開をめざします。こうした取り組みを通じて、お客さまにとって

唯一無二の存在であり続けたいと考えています。

Global Business

海外地域

CEO

Mitsubishi HC Capital UK PLC

Robert D. Gordon

事業紹介
欧州・米州・中国・ASEANの4地域において、各国・地域における社会的
課題やお客さまのニーズをくみ取り、地域の特性に応じたファイナンス
ソリューションや、ベンダーと提携した販売金融、金融サービスなどを提供して
います。
再生可能エネルギーやEV関連ビジネスを通じた脱炭素社会の推進、データ
およびアセットを活用した高付加価値モデルの確立により、社会とお客さまの
課題解決に貢献していきます。

ビジネスの最前線から
Mitsubishi HC Capital UK PLCは英国を拠点とするノンバンクの金融
サービス会社として、40年の業歴を有し、現在では欧州22カ国でビジネスを

展開し、革新的な金融ソリューションを提供しています。従業員数は
1,600名を超え、総資産額は約71億ポンド、顧客数は法人、個人を
合わせ130万近くに上ります。
当社では、事業を通じた持続可能な社会の実現に取り組んで
おり、なかでも脱炭素化においては、2025年までに気候変動
対策やクリーン・エネルギーに関連する資産を、保有資産の

20％に拡大することを目標としています。また、2030年には、当社
のリース車両における乗用車ならびに小型商用車（3.5t以下）の

100%、および大型商用車（3.5t超）の50%をEV化していきます。
英国内においては、パートナー企業との協働により、世界初となる、太陽光

発電による電力を活用したEV用の急速充電施設の開設や、高速道路のサービス
ステーションに520台を超える急速充電装置を設置するなど、英国市場に
おけるEV向けの基盤整備をサポートし、脱炭素社会の構築に貢献していきます。

事業活動の報告

2022年3月期の主なTOPICS

リースに関する一連の取引をオンラインで完結する先進的な
リース取引オンラインサービス「MileOn（マイルオン）」を
提供開始

2021年5月

2022年3月期の主なTOPICS

香港特別行政区にて、サステナビリティ・リンク・ローン原則
に即した「サステナビリティ・リンク・ローン」契約を締結

2022年3月
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Environment, Energy & Infrastructure

環境エネルギー・インフラ

環境エネルギー事業部長

濱 一郎

事業紹介
太陽光と風力などの再生可能エネルギー発電事業やその投融資を中心に、
国内外で事業を展開しています。
国内では、パートナー企業との協業を通じて、オンサイト／オフサイトの
太陽光のコーポレートPPA（Power Purchase Agreement）※に取り組む
とともに、陸上風力発電所の開発を加速していきます。
また、電力需給・天候などのデータ利活用により、蓄電池・電力小売・アグリ
ゲーターなどを組み合わせた新しいビジネスの開発を進めていきます。
欧州・米州では、洋上風力発電を含めた再生可能エネルギー発電事業の
ほか、送配電事業など電力分野を中心に新規事業機会の発掘・検討を進め、
脱炭素社会の推進に貢献していきます。
※コーポレートPPA：企業が小売電気事業者や発電事業者と長期契約を締結し、再生可能エネル
ギーの発電設備の電力を固定価格で購入できる仕組み

2022年3月期の主なTOPICS

ベトナムの風力発電事業会社の株式を取得し、同国の風力
発電市場に参入

埼玉県所沢市内への電力供給と、農作物の栽培を両立する
ソーラーシェアリングを行う「所沢北岩岡太陽光発電所」を竣工

2022年3月期の主なTOPICS

米国カリフォルニア州にて水素航空機用の水素貯蔵カプセル
および水素発動機（パワートレイン）の開発を手がけるベン
チャー企業Universal Hydrogen Co.に出資

Engine Lease FinanceがPratt & Whitneyから燃費効率
のよい新型航空機エンジン25基を購入

ビジネスの最前線から
当社グループにおける国内外の運転開始済みの再生可能エネルギー発電の
拠出持分出力は、業界トップクラスの約1.2GWとなっています（2022年3月末

現在）。ステークホルダーの皆さまからも再生可能エネルギー発電の
利活用に向けて期待が寄せられていることから、さらなる保有電源
の規模拡大を図っていきます。
当社グループの強みは、太陽光と風力の電源構成をバランス
よく分散できていることのほか、国内・海外で広く事業を展開
しており、海外での先行事例を通じて得た経験・知見を国内
案件においても活用できることにあります。
脱炭素への取り組みは、企業価値の維持・向上に不可欠だと考え

ています。これまでに蓄積してきた経験・知見を生かし、再生可能
エネルギーを主体に、創エネルギー・蓄エネルギー・省エネルギーの全般

にわたり、事業計画から運転開始・保守サービスまで、お客さまをフルサポート
していきます。こうした事業展開を通じて、脱炭素社会の推進と多様な収益
機会の獲得を図っていきます。

2021年5月

2021年7月

Aviation

航空

事業紹介
航空機リース、航空機エンジンリース、エンジンパーツアウト事業や日本型
オペレーティングリース（JOLCO）に取り組むなど、航空業界のお客さまの
多様なニーズに対応する高品質な商品・サービスを提供しています。市場の
ニーズが高いナローボディ機※およびナローボディ適合エンジンを中心に取り
扱い、良質なポートフォリオを維持しています。
また、CO2排出量の少ない次世代型航空機の保有比率（機数ベース）が業界

トップクラスにあるほか、燃費効率のよい次世代型航空機エンジンの保有拡大
も進めており、航空業界の環境負荷低減ならびに持続的成長にも貢献してい
きます。
※主に国内線や近距離線で使用される単通路機

ビジネスの最前線から
Jackson Square Aviation, LLC（JSA）は、航空機リース業界のグローバル
リーダーとして、世界各国の大手航空会社とパートナーシップを構築しています。

2010年の創立以来、30カ国の航空会社約60社に向けて、約240機もの
航空機を提供・管理してきた実績があります。
近年のパンデミックにより航空業界が苦戦するなかにおいても、
JSAは長期的な基本理念を貫くことで事業を継続的に成長
させ、2021年には燃費効率がよく環境負荷の低い次世代型
航空機に10億米ドル以上の新規リース契約を実行するなど、
大きな成長を遂げています。

JSAは、燃費効率がよく環境負荷軽減に資する次世代型航空機に
焦点を当て、中長期的な安定成長をめざした事業展開を図っていき

ます。この成功・成長を支えているのは、三菱ＨＣキャピタルグループ内での
連携、良質な資産ポートフォリオ、そして社員の貢献です。これまでの成長軌道を
維持し、一層の飛躍を果たしていきます。

2021年10月

2021年11月

CEO
Jackson Square Aviation 

Kevin McDonald
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2022年3月期の主なTOPICS

大阪府枚方市でマルチテナント型物流施設「CPD枚方」を
竣工

霞ヶ関キャピタル株式会社と物流施設開発事業に関する
合弁契約を締結し、SDGsやESGを意識した物流施設「LOGI 

FLAG」の開発を推進

2022年3月期の主なTOPICS

米国の大手海上コンテナリース会社CAI International, Inc.

の買収を完了

Logistics

ロジスティクス

President & CEO
Beacon Intermodal Leasing 

Katherine McCabe, CFA

事業紹介
海上コンテナ・鉄道貨車などのグローバルな経済活動を支える輸送用設備
のリース事業を、米国の事業子会社などを通じて展開しています。
海上コンテナリース事業では、グローバルなサプライチェーンを支える海上

コンテナが生み出す価値を、リースを通じてお客さまに提供しています。世界
でも有数のコンテナリース会社として、安定的にコンテナを供給することで、
世界貿易の発展と人々の豊かな生活に貢献しています。
また、鉄道貨車リース事業では、北米域内の物流を支える基幹的輸送インフラ

として鉄道貨物輸送が生み出す価値を、鉄道貨車リースを通じてお客さまに
提供し、北米トップ10の貨車リース会社として、北米経済の成長と環境負荷の
小さい輸送モードへのシフトの両立に貢献していきます。

ビジネスの最前線から
2008年にマサチューセッツ州ボストンに創立されたBeacon Intermodal 

Leasing, LLCは、社員・エージェントの総勢65名で11カ国に事業を展開する、
海上コンテナリース業界をリードする企業です。
保有コンテナの平均年齢は業界で最も若い水準の4.5年である
ほか、稼働率は99%以上、また、保有するコンテナの約50%は耐用
年数までの長期リース契約を確保しており、力強いキャッシュ・
フローを創出しています。2022年3月期はBeaconにとって特に
好業績を収めた年でしたが、その背景には好調なコンテナ市況、
経験豊富でプロ意識の高いチームメンバー、優れた顧客サービス、
そして親会社の三菱ＨＣキャピタルの支援がありました。

2021年11月に三菱ＨＣキャピタルが買収したCAI International, 

Inc.と合わせると保有コンテナ数350万TEU※、営業資産60億米ドル以上
となり、コンテナリース会社として世界最大手の一角となります。世界経済は
逆風のなかにありますが、将来のコンテナリース事業の発展に大いに期待して
います。
※TEU：20フィートコンテナ１個分を表す単位　　

2021年11月

Real Estate

不動産

事業紹介
オフィス・商業施設・住宅・物流施設などの収益不動産を対象とする証券化

ファイナンスに加え、ハンズオンで築年数の経ったビルの価値を高める不動産
再生投資、さらには私募REIT（不動産投資信託）の運用などを行う不動産
アセットマネジメントなど多彩なサービスを提供しています。当社グループの
強みは、投資とファイナンス、アセットマネジメントを通じて得た専門性を背景
に、お客さまに不動産に関わるさまざまなソリューションを提供できるところに
あります。事業パートナーや当社グループとの連携を図り、事業機会を創出して
いきます。また、環境配慮型不動産や入居企業のBCP（事業継続計画）を意識
した不動産への取り組みを進めることで、脱炭素社会の推進や強靭な社会
インフラの構築に貢献していきます。

ビジネスの最前線から
不動産事業部は当部および国内外不動産系グループ会社７社で形成される
不動産事業本部の中核として、不動産証券化ファイナンスによる投融資を推進

するとともに、事業本部の戦略立案・新事業開発、グループ会社における
経営管理などを担っています。
当部における注力事業の一つが物流事業です。CPD※1やLFD※2

とともに、社会インフラである物流施設の開発・運営を推進する
ことに加え、環境配慮型冷凍冷蔵倉庫・自動倉庫などの社会的
課題解決型の投融資にも注力しています。
また、不動産のサステナビリティを意識し、スマート・エコ・
レジリエンス・ウェルネスなどのテーマで各種認証を取得する

不動産に対する投融資についても積極的に推進しています。本邦
不動産は、安定収益が獲得できる投資資産として、国内外の投資家が

注目しています。当部は不動産に対する目利き力・リスクテイク力を生かしながら、
これらの投資家・取引に積極的に関与することで、不動産証券化市場での
プレゼンスの維持・向上を図っていきます。
※1 CPD（株式会社センターポイント・ディベロップメント）：物流施設の開発・運用・投資助言などを行うグループ会社
※2 LFD（ロジフラッグ・デベロプメント株式会社）：物流施設の開発・リーシング・運用などを行うグループ会社

2021年7月

2021年11月

不動産事業部長

若尾 逸男
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2022年3月期の主なTOPICS

オートリース子会社の三菱ＨＣキャピタルオートリース株式
会社と三菱オートリース株式会社との間で経営統合に係る
基本合意書を締結

Mobility

モビリティ

モビリティ事業部長

南部 聡

事業紹介
脱炭素への対応に伴うEVの普及や、カーシェアリングやMaaS※をはじめ

とする新たなサービスの拡大など、モビリティを取り巻く事業環境は、今後、
ますます大きな変化が見込まれています。こうしたなか、モビリティ事業では、
パートナー企業とのアライアンスを活用しつつ、高付加価値なオートリース・
モビリティ事業をグローバルで提供していきます。中長期的には、当社グループ
の総合力と国内外のネットワークを基盤に、「エネルギーマネジメントと
モビリティサービスをワンストップで提供する都市インフラプラットフォーム」の
構築において、中心的な役割を果たしていきます。
※MaaS（Mobility as a Service）：ITを用いてあらゆる交通手段による移動をシームレスに組み
合わせ、人々の移動の利便性を高めるサービス

ビジネスの最前線から
メガトレンドによりグローバル社会を取り巻く環境が大きく変化するなか、
自動車産業は100年に一度の変革期に直面しています。そして、自動車を中心

とするモビリティ分野でも、サービスの高度化や新事業の創出により、
社会的課題に迅速かつ、適切に対応することが求められています。
モビリティ事業部は、他の事業部・ユニットや当社グループ会社と
連携し、また、株主や国内外の有力なモビリティ関連プレイヤー
などとの提携を通じて、EV、バッテリー、エネルギー関連など
のEV周辺事業や物流分野において、新規ビジネスやサービス
を展開していきます。さらに、次世代モビリティのエコシステム
構築に向けた取り組みに注力することで、グローバルに展開する

お客さまのニーズに応えるとともに、当社グループの脱炭素化の
取り組みをリードしていきます。

2022年3月




