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アコムは、1936年、

神戸市で「丸糸呉服店」として創業しました。

創業者の故・木下政雄は、商いを始めるにあたり、

「人を信頼する、人から信頼される」という相互信頼の精神を

信条にしていくことを心に誓います。

「丸糸」の屋号は、呉服の要素に通じる

経糸（たていと）と緯糸（よこいと）の和合が、

相互信頼を表すことから決められたものでした。

「心から人を信じれば、人は必ずそれに応えてくれる」

その輪を拡げていきたいとの願いを

『信頼の輪』の四文字に込めております。

この創業の精神が、その後の金融事業進出へと受け継がれ、

2016年4月2日、アコムは創業80周年を迎えました。

変革の歴史を積み重ねてきた今でも、

創業の精神『信頼の輪』は、

「企業理念」の根幹として脈 と々受け継がれています。

「人を信頼する、人から信頼される」を信条に、

アコムは呉服商として創業しました。

Philosophy創業の精神 信頼の輪
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　今後もMUFGグループと緊密な連携を推進する
とともに、消費者金融業界のリーディングカンパニー
として、わが国の消費者金融市場の健全な発展に
寄与してまいる所存です。

■ コンプライアンスを企業風土に

　コンプライアンスに基づいた思考、行動の実践は、
当社において創業の精神や企業理念と同等の
概念と位置付けられており、今後も社会からより
一層の信頼を得るために、このコンプライアンス
をさらに強化し、企業風土として定着させてまい
ります。
　また、MUFGグループとも連絡協議会などの
協働を通じ、コンプライアンスならびに内部管理
態勢強化の連携を密にしております。

■ 「安心・信頼」のブランド醸成を

　消費者金融業界の「リーディングカンパニー」と
して、当社が目指していくのは、既存のマーケット
のみならず、社会全体から認めていただける
「安心・信頼」のブランドイメージを醸成していく
ことです。
　当社は、企業の社会的責任と使命を果たし、
持続可能な社会の実現に取り組んでおります。
　今後も、当社が社会から求められ、果たさなけ
ればならないことをより一層自覚し、良質な商品・
サービスの提供はもとより、「企業理念」に基づく
社会福祉・地域貢献など、さまざまな社会貢献活動
を通じて、「身近なアコム」、「社会に調和した企業
市民」を目指します。

■ 創業の精神をすべての事業活動の指針に

　当社は、1936年4月に創業者が興した「丸糸呉
服店」をルーツとしております。その後、呉服商から
質屋業へ、そして、消費者金融業界のリーディング
カンパニーへと変革の歴史を積み重ね、歩み続けて
まいりました。この間、一貫して守り続けてきたの
が、創業時に掲げられた『信頼の輪』の精神です。
　相互信頼を基本に、人と人とのつながりにおいて
感謝の気持ちが大切と説いたこの精神は、社名の
由来である「愛情（Affection）・信頼（COnfidence）・
節度（Moderation）」、そして、企業理念の「人間尊重
の精神」、「お客さま第一義」、「創造と革新の経営」
の根源となっております。
　創業の精神『信頼の輪』を守り続けることで、
2016年4月、当社は『創業80周年』の節目の年を
迎えることができました。
　今後も環境変化に的確に対応し、絶え間なく進化
を続けていくことを信条に経営を推進するととも
に、この創業の精神は不変のものであり、すべての
役職員の精神的支柱として、未来永劫受け継いで
まいります。

■ MUFGグループのアコムとして

　2008年12月、当社は三菱UFJフィナンシャル・
グループ（MUFG）の連結子会社となりました。
2004年3月、MUFGの前身である三菱東京フィナン
シャル・グループとの間で締結した戦略的業務・
資本提携のスキームをさらに強化・発展させるため
に双方で合意したことにより、長期安定成長に向け
た磐石な経営基盤が確立されることとなりました。

アコムは一人でも多くのお客さまに最高の満足を感じていただき、

社会に信頼される「リーディングカンパニー」を目指します。

代表取締役社長兼会長

Philosophy
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History

一人でも多くのお客さまに最高の満足を感じていただき
個人ローン市場において社会に信頼される
「リーディングカンパニー」を目指す

経営ビジョン

アコムは人間尊重の精神とお客さま第一義に基づき
創造と革新の経営を通じて

楽しく豊かなパーソナルライフの実現と
生活文化の向上に貢献する

企業理念

【愛情】 【信頼】 【節度】
Affection Confidence Moderation

社名の由来

創業の精神

Corporate Vision ビジョン体系
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呉服商から質屋業、サラリーマン金融へ
1936年4月に創業した「丸糸呉服店」は、戦局劣勢の情勢を受け、1942年12月に
自主廃業しました。その後、1948年7月に質屋業を開始。そして、1960年3月、当時と
して画期的であったサラリーマン金融（勤め人信用貸し）を試験的に開始しました。

日本初の現金自動貸付機を開発
1970年5月、日本初の「現金自動貸付機」を開発・設置。1973年8月に、カード
ローンサービスを年中無休・24時間稼働で開始しました。

新時代の消費者金融を目指すアコムの設立
1978年10月、アコム株式会社を設立。アコムは、フリーローンの低金利政策を
打ち出すなど、消費者金融の新しい価値観を確立するためのサービス展開を
推進しました。

24時間稼働のATMサービスを開始
1979年12月、年中無休・24時間稼働のATMを導入。さらに、カードローンにリボル
ビングシステムを付加するなど、先進的なサービスを推進しました。

業界初の自動契約機「むじんくん」を導入
「お客さまは非対面での契約手続きを望まれている」という社員のアイディアから、
1993年7月に業界初となる自動契約機「むじんくん」がデビュー。この革新的な
発想の転換が、アコムはもとより業界全体を発展に導く牽引力となりました。

業界初の店頭公開から東証一部上場へ
1993年10月、アコムは株式を公開し、店頭株式市場への登録を果たしました。
翌1994年12月には店頭登録後、東京証券取引所市場第二部に上場し、その2年半
後の1996年9月には市場第一部の指定銘柄となりました。

事業領域を海外に拡大
1996年9月、タイ王国にインストールメントローン事業（個別信用購入あっせん事業）
の合弁会社「SIAM A＆C CO., LTD.」（現・EASY BUY Public Company Limited・
連結子会社）を設立し、海外金融事業に参入。また、2007年12月には、株式
会社三菱東京UFJ銀行との共同出資によりインドネシア共和国の「PT. Bank
Nusantara Parahyangan,Tbk.（Bank BNP）」（現・連結子会社）を買収しました。

業界初のクレジットカード事業進出
アコムは1998年7月にMastercard Internationalのプリンシパルメンバー
（発行資格人）となり、消費者金融業界ではじめてクレジットカード事業に進出。
翌年４月からカードの発行を開始し、業界初のクレジットカードの分散型即時
発行機を導入しました。

MUFGグループの一員に
2004年3月、株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（現・株式会社三菱UFJ
フィナンシャル・グループ）と戦略的業務・資本提携。2008年9月には、提携関係の
さらなる強化を発表。同年12月、アコムは株式会社三菱UFJフィナンシャル・
グループの連結子会社となりました。

1970

1978

1979

1993

1993

1996

1998

2004

1936

History「創造と革新」の歩み



2007年11月

「株式会社三菱東京UFJ銀行」が
提供する個人向けカードローン
「バンクイック」の保証業務の取り
扱いを開始

12月

「株式会社三菱東京UFJ銀行」との
共同出資により、インドネシア共和
国の「PT. B a n k Nu s a n t a r a
Parahyangan, Tbk .」を買収（現・
連結子会社）

2005年10月

「株式会社ディーシー債権回収」の
全株式を取得後、翌2006年1月に
「アイ・アール債権回収株式会社」に
吸収合併

2004年3月

「株式会社三菱東京フィナンシャル・
グループ」と戦略的業務・資本提携

4月

「株式会社三菱東京フィナンシャル・
グループ」の持分法適用関連会社と
なる

2001年8月

「株式会社東京三菱銀行」「三菱信託
銀行株式会社」「株式会社ディーシー
カード」「株式会社ジャックス」との
共同出資で「株式会社東京三菱
キャッシュワン」を設立

パートナーシップの歩み

アコムは、2004年3月に株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（現・株式会社三菱

UFJフィナンシャル・グループ）と戦略的業務・資本提携を締結し、同社の持分法適用関連

会社となりました。20 0 8年12月には、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

（MUFG）の連結子会社となり、MUFGグループの消費者金融事業とカードローンにおける

信用保証事業の中核企業となりました。アコムは今後も、MUFGグループとの緊密な連携

を図りながら、ローン事業、クレジットカード事業、信用保証事業、海外金融事業、債権管理

回収事業に経営資源を集中させ、長期安定成長に向けて収益基盤を確立してまいります。

Synergy EffectMUFGグループのアコム

MUFGグループの消費者金融事業、

カードローンにおける信用保証事業の中核企業。

05 ACOM Corporate Prof i le



2014年3月

「株式会社モビット」の金融機関向け
信用保証事業を吸収分割により、
「株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行」との
合弁会社である「エム・ユー信用保証
株式会社」（現・連結子会社）に承継

7月

「株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行」との
共同チャネルとして三菱東京ＵＦＪ銀行
の店舗外ＡＴＭコーナー（全20拠点）
へカードローンコーナーを開設

2010年10月

「三菱ＵＦＪニコス株式会社」の
無担保カードローンの信用保証事業
の一部を会社分割により承継

2009年4月

「エム･ユー･コミュニケーションズ
株式会社」と当社のコールセンター
運営業務子会社である「株式会社
リレイツ」を統合（現・持分法適用
関連会社）

9月

「三菱ＵＦＪ住宅ローン保証株式会社」
の無担保カードローンの信用保証に
関する事業を会社分割により承継

2008年9月

「株式会社三菱UFJフィナンシャル・
グループ」「株式会社三菱東京UFJ
銀行」との戦略的業務・資本提携
を一層強化することについて合意

12月

「株式会社三菱UFJフィナンシャル・
グループ」の連結子会社となる

補完・融合することにより
圧倒的な競争力を持つ消費者金融事業を構築

シナジー

強力なブランド力
顧客獲得力
資金調達力

MUFG

与信・審査ノウハウ
大規模・効率的なインフラ
行為規制対応力

アコム

アコム消費者金融

三菱UFJニコスクレジットカード

三菱UFJリースリース

三菱UFJ証券ホールディングス証券

三菱UFJ信託銀行信託銀行

三菱東京UFJ銀行銀行

持株会社      三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）

さまざまな事業に波及するシナジー効果

MUFGの連結子会社になったことによるシナジー
効果は、さまざまな事業で成果を発揮しています。 
まず、ローン・クレジットカード事業では、MUFGブランド
という強力なバックグラウンドなどにより、マーケット
での競争優位性を確立しています。さらに、信用保証
事業でも、株式会社三菱東京UFJ銀行（BTMU）の
無担保カードローンにおける保証業務を一手に
担っているほか、同行と緊密な関係にある有力地方
銀行などとの保証業務提携の推進により、事業規模
を拡大してまいります。また、ASEANにおける消費者
金融事業をBTMUと協働で開発していくなど、海外
金融事業を積極的に展開しています。

圧倒的な競争力を持つ

消費者金融事業の構築を目指して

アコムとMUFGが戦略的業務・資本提携を一層強化
した目的は、「それぞれのノウハウや営業基盤を
効果的に相互活用し、収益力向上と内部管理体制の
強化を図ることにより、収益力とコンプライアンスを
兼ね備えた圧倒的な競争力を持つ消費者金融事業
を構築し、わが国の消費者金融市場の健全な発展に
寄与していく」というものです。 
アコムは、これまで培ってきた与信・審査ノウハウ、
店舗・ATMネットワーク、基幹系システムをはじめと
する大規模・効率的なインフラ、コンプライアンス
態勢に基づく行為規制対応力に、MUFGの強力な
ブランド力と顧客獲得力、国内ナンバーワンの総合
金融グループとしての資金調達力を補完・融合する
ことにより、この目的を実現してまいります。

ACOM Corporate Prof i le 06



Group Companies

アコムグループは、『一人でも多くのお客さまに最高の満足を感じていただき、個人ローン市場

において社会に信頼される「リーディングカンパニー」を目指す』という経営ビジョンのもと、

ローン事業、クレジットカード事業、信用保証事業、海外金融事業、債権管理回収事業を

主要事業と位置付け、個人ローン市場におけるシェアの拡大に努めています。

債権管理回収事業

海外金融事業信用保証事業

ローン・クレジットカード事業

債権管理回収ノウハウ

与信・審査ノウハウ

集客力

Business Outlineアコムグループの事業概要

創業以来、培ってきたノウハウを

最大限に活かして。
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2017年9月末現在
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コンタクトセンターの請負および人財派遣業等
224名
23.15%

主 要 事 業
社 員 数
出 資 比 率

エム・ユー・コミュニケーションズ株式会社

持分法適用関連会社

債権管理回収事業
140名
100.00%

主 要 事 業
社 員 数
出 資 比 率

アイ・アール債権回収株式会社

銀行業
1,113名
66.15%

主 要 事 業
社 員 数
出 資 比 率

【インドネシア共和国】PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.

ローン事業、インストールメントローン事業
2,886名
71.00%

主 要 事 業
社 員 数
出 資 比 率

【タイ王国】EASY BUY Public Company Limited

信用保証事業
52名
100.00%

主 要 事 業
社 員 数
出 資 比 率

エム・ユー信用保証株式会社

連結子会社

ローン事業、クレジットカード事業、信用保証事業
1,970名

主 要 事 業
社 員 数

アコム株式会社

● グループ社員数  6,385名アコムグループ

アコムグループは、これまでローン事業で培ってきたノウハウをベースに、グループ総合力をさらに
強化し、多様化するお客さまのニーズにお応えしてまいります。

Group Companiesアコムグループ 体系図

創造と革新の経営を通じて、

多くの人々から必要とされる企業グループへ。
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提携ATM
・CD

ATM・CD
パソコン

スマートフォン
携帯電話

インターネット

コールセンター
非来店型

自社ATMむじんくん

自動契約機

店頭窓口
来店型 お客さま

営業チャネル

スマートフォンサイト自動契約機「むじんくん」アコムMastercard®カードフェイス

Simple

Secret

Safety

Speed

このようにアコムは、多様なチャネルを展開する
なか、2014年7月、株式会社三菱東京UFJ銀行
（BTMU）との共同チャネルとして、首都圏を中心
としたBTMUの店舗外ATMコーナー20ヶ所に
「カードローンコーナー」を開設しました。当該
コーナーは、アコムの新規申込からカード発行、
既存契約の各種手続きが可能であり、お客さまの
利便性向上に寄与しています。
アコムは、今後も業界ナンバーワンのお客さま満足
度を目指し、自社営業チャネルの拡充を図るとと
もに、BTMUとの連携をさらに深め、これまで互いが
培ってきた経験と英知を集結し、お客さまのご要望
に応えてまいります。

多様なチャネルでニーズに応える

お客さま第一義の実践

アコムでは、お客さまのさまざまなニーズにお応え
することを第一に考え、店頭窓口や自動契約機
「むじんくん」といった1,000を超える店舗ネットワーク
を構築。自社ＡＴＭのみならず、ご融資・ご返済の
利便性を考えたコンビニエンスストアや金融機関
との提携による複数の入出金チャネルを整備して
います。
また、電話やインターネットでの応対や、自動契約機
「むじんくん」に来店されたお客さまへの応対は、
「コールセンター」や「サービスセンター」で集中
管理する営業体制を構築。きめ細かな応対による
お客さまサービスの強化を図っています。
近年では、パソコン、スマートフォン、携帯電話に
よるWEBサービスを拡充。さまざまなお客さまの
ニーズに、きめ細かく、かつ迅速に対応するとの
コンセプトのもと、リアル店舗と変わらないサービス
を提供しています。

ローン・クレジットカード事業の概要

ローン事業は、お客さまの「信用」を担保に、主に
個人の方を対象とした小額、無担保の現金融資を
おこなうビジネスです。
また、アコムは、1998年７月にMastercard®の発行
ライセンスを取得し、クレジットカード事業に本格的
に参入しました。クレジットカードの発行が、お申込
から最短30分で完了するなど、他社にはない付加
価値を備えています。
ローン・クレジットカード事業の特性は、①Speed
（即時性）②Simple（利便性）③Secret（秘匿性）
④Safety（安全性）の4つのSで表すことができます。
アコムは、消費者金融業界のリーディングカンパニー
として、「4S」のビジネスモデルの確立に加え、先進・
先端のサービスで、お客さまの支持を集めています。

Principal Businessesアコムグループの主要事業

■ ローン・クレジットカード事業

お客さまのさまざまなニーズにお応えすることを第一に、

日本の消費者金融サービスをリードし続けるアコム。

09 ACOM Corporate Prof i le



ローン事業：口座数＝残有口座数
クレジットカード事業：口座数＝有効会員数
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（億円） ■ローン事業　■クレジットカード事業

営業債権残高

カードローンコーナー

サービスセンター

コールセンター

このようにアコムは、多様なチャネルを展開する
なか、2014年7月、株式会社三菱東京UFJ銀行
（BTMU）との共同チャネルとして、首都圏を中心
としたBTMUの店舗外ATMコーナー20ヶ所に
「カードローンコーナー」を開設しました。当該
コーナーは、アコムの新規申込からカード発行、
既存契約の各種手続きが可能であり、お客さまの
利便性向上に寄与しています。
アコムは、今後も業界ナンバーワンのお客さま満足
度を目指し、自社営業チャネルの拡充を図るとと
もに、BTMUとの連携をさらに深め、これまで互いが
培ってきた経験と英知を集結し、お客さまのご要望
に応えてまいります。

即時性と精度を高める

与信・審査ノウハウ

アコムは、お客さまとのお取引によって蓄積された
データベースに基づいた与信･審査ノウハウを確立
しています。競争優位を可能とする与信･審査ノウハウ
は、店頭での審査をはじめ、自動契約機「むじんくん」
やＷＥＢによるお申込など、さまざまなチャネルを通じ
て発揮しており、スピーディーなご融資の実行はもと
より、お客さまの計画的なご利用、ご返済を支えて
います。
また、これまで培ってきた与信･審査ノウハウは、
信用保証事業や、海外金融事業へも活かされ、
アコムのさらなる成長を支える重要なノウハウと
なっています。

多様なチャネルでニーズに応える

お客さま第一義の実践

アコムでは、お客さまのさまざまなニーズにお応え
することを第一に考え、店頭窓口や自動契約機
「むじんくん」といった1,000を超える店舗ネットワーク
を構築。自社ＡＴＭのみならず、ご融資・ご返済の
利便性を考えたコンビニエンスストアや金融機関
との提携による複数の入出金チャネルを整備して
います。
また、電話やインターネットでの応対や、自動契約機
「むじんくん」に来店されたお客さまへの応対は、
「コールセンター」や「サービスセンター」で集中
管理する営業体制を構築。きめ細かな応対による
お客さまサービスの強化を図っています。
近年では、パソコン、スマートフォン、携帯電話に
よるWEBサービスを拡充。さまざまなお客さまの
ニーズに、きめ細かく、かつ迅速に対応するとの
コンセプトのもと、リアル店舗と変わらないサービス
を提供しています。

Principal Businesses

7,848

381
8,229

1,441

314
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■提携エリア

●池田泉州銀行
●紀陽銀行
●山陰合同銀行
●もみじ銀行
●山口銀行
●百十四銀行
●阿波銀行
●北九州銀行
●筑邦銀行
●佐賀銀行
●十八銀行
●鹿児島銀行

●三菱東京UFJ銀行
●北洋銀行
●七十七銀行
●秋田銀行
●東邦銀行
●栃木銀行
●武蔵野銀行
●千葉銀行
●第四銀行
●静岡銀行
●百五銀行
●滋賀銀行
●福井銀行

エム・ユー信用保証 提携先

●西日本シティ銀行
●長崎銀行
●大分銀行
●宮崎銀行
●琉球銀行
●セブン銀行
●じぶん銀行
●ソニー銀行

●山梨中央銀行
●八十二銀行
●中京銀行
●十六銀行
●第三銀行
●南都銀行
●鳥取銀行
●広島銀行
●百十四銀行
●伊予銀行
●四国銀行

●三菱東京UFJ銀行
●北海道銀行
●青森銀行
●岩手銀行
●山形銀行
●常陽銀行
●足利銀行
●群馬銀行
●武蔵野銀行
●北陸銀行
●スルガ銀行

アコム 提携先

提携先金融機関（2017年9月末現在）

④ 契約・カード発行

③ 保証審査受付・
　  結果連絡

エム・ユー信用保証

② 保証審査依頼

金融機関

① お申込

お客さま

信用保証事業のスキーム信用保証事業の概要

信用保証事業とは、提携先金融機関が販売する
ローン商品を利用されるお客さまの債務保証を
おこなうビジネスです。アコムグループでは、アコム
と連結子会社であるエム・ユー信用保証株式会社
（MUCG）の2社で信用保証事業を展開しています。
これまでローン事業で培ってきた与信・審査ノウハウ
と債権管理回収ノウハウを活用し、2001年5月に
アコムが株式会社北海道銀行との最初の保証業務
提携をスタート。以降、株式会社三菱東京UFJ銀行
（BTMU）および有力地方銀行を中心に提携ネット
ワークを拡げています。
2017年9月末現在の提携先金融機関はアコムが30行、
エム・ユー信用保証が25行となり、アコムグループ
では55行（重複提携先3行を含む）となりました。
また、提携カバーエリアは、全国47都道府県のうち、
41都道府県となっています。

Principal Businessesアコムグループの主要事業

■ 信用保証事業

拡大を続ける提携ネットワーク。

金融機関とともに成長する信用保証事業。

11 ACOM Corporate Prof i le
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エム・ユー信用保証株式会社

エム・ユー信用保証株式会社（MUCG）は、株式会社
モビットの金融機関向け信用保証事業を承継するた
め、アコムとBTMUとの共同運営会社として設立。 
2014年3月より営業を開始し、2015年12月にアコムの
完全子会社となりました。
MUCGは、個人向け無担保ローンの保証業務を
受託し、保証審査業務のほか、コンタクトセンターを
設け、一部の提携先金融機関における無担保ローン
の申込受付業務を受託しています。既存提携先金融
機関の幅広いニーズにお応えすることで、緊密な
パートナーシップを確立してまいります。

アコムの信用保証事業

アコムは、BTMU、有力地方銀行および流通系・
ネット銀行との提携による個人向け無担保ローンの
保証業務を受託しています。新たな提携先金融
機関の開拓による提携ネットワークの拡大に加え、
既存提携先における販売促進支援から債権管理
に至るまで、提携先金融機関のニーズに応じた
オーダーメイドの保証スキームを提供しています。
また、ローン事業で培ったノウハウをベースとした
与信・審査システムの提供や業務に精通した人材を
派遣するなど、一貫したインフラ・人員面でのサポート
もおこなっています。
今後も、MUFGグループの無担保カードローンに
おける信用保証事業を担う中核企業として、事業
を推進してまいります。

Principal Businesses

10,050

846

ACOM Corporate Prof i le 12



Pａｃｉｆｉｃ ocean

Ｉndian
ocean

PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.インドネシア

ホーチミン駐在員事務所ベトナム

ACOM CONSUMER FINANCE CORPORATIONフィリピン

EASY BUY Public Company Limitedタイ

PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.：

インドネシア共和国

2007年12月、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（BTMU）
とのアジア地域における協働事業推進の一環と
して、インドネシア共和国の中堅銀行である
PT. Bank Nusan t a ra Parahyangan , Tbk .
（Bank BNP）を、共同で買収し、銀行業に進出
しました。
Bank BNPは、中小企業向けの融資を得意とする
中堅商業銀行。インド
ネシア共和国において、
銀行業に進出するととも
に、個人の方を対象に、
Mirai+（ミライプラス）
ブランドで無担保ローン
商品を販売しています。

海外金融事業の概要

リテール金融分野の成長が著しいASEANの
マーケットに注目し、タイ王国やインドネシア共和国
で金融事業を展開しています。

EASY BUY Public Company Limited：

タイ王国

1996年9月、最初の海外拠点となるタイ王国バンコク
に、SIAM A&C CO., LTD.（現・EASY BUY Public
Company Limited）を設立し、2005年4月には、
公開会社の認可も受けています。
タイ王国では、日本国内で培った経験やノウハウ
を活用し、個人の方を対象に、Umay+（ユメプラス）
ブランドで無担保ローン事業を、EASY BUYブランド
でインストールメントローン事業（個別信用購入あっ
せん事業）を展開しており、アコムのノウハウを
ベースとした質の高い
サービスで多くの支持を
集めています。特に
Umay+ブランドは、タイ
王国のノンバンク市場に
おいて、トップブランドの
地位を築いています。

Principal Businessesアコムグループの主要事業

■ 海外金融事業

タイ王国、インドネシア共和国で金融事業を展開、

ASEANでのさらなる拡大を目指す海外金融事業。
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企業再生支援サービス

バックアップサービシング

特定金銭債権回収代行サービス

特定金銭債権買取サービス

アイ・アール
債権回収
株式会社

債権管理回収事業

アイ・アール債権回収株式会社

債権管理回収事業とは、金融機関から債権を買い
取り、または回収の委託を受けて債権の管理、回収
をおこなうビジネスで、債権の回収益や業務受託
手数料が主な収益源となっています。
アコムは、2001年3月、アイ・アール債権回収株式
会社に資本参加するこ
とで債権管理回収事業
に進出しました。2006年
1月には、株式会社ディー
シー債権回収を吸収合併
し、個人向け債権回収の
ノウハウを強みに事業を
展開しています。

　 　

■ 債権管理回収事業

総合金融サービスの一翼を担う、

アコムグループの債権管理回収事業。
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EASY BUY
営業債権残高

ホーチミン駐在員事務所

規模拡大を続ける海外金融事業の

さらなる成長に向けた取り組み

アコムにおける海外金融事業は、順調に拡大
しており、海外金融事業の営業収益は、アコム
グループ全体の約20%を占めるまでに成長して
います。
アコムは、さらなる成長に向け、その他の
ASEANにおいても、積極的に事業参入の可能性
を調査しています。2006年9月からは、ベトナム
社会主義共和国にホーチミン事務所を構え、
事業参入に向けたライセ
ンス申請をおこなってい
ます。また、2017年7月に
はフィリピン共和国に合弁
会社を設立。2018年7月頃
の事業開始に向けた準備
を進めています。

Principal Businesses
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CS活動

企業理念やCS理念に基づくCS活動を通じ、お客さま
からいただいた貴重なご意見、ご要望、お問い合わ
せなどを真摯に受け止め、さまざまな改善をおこなう
ことにより、お客さま満足の向上に努めています。

お客さまの声からの改善事例

● ホームページの「店舗・ATM検索」画面の改善
● スマートフォンアプリ「アコムナビ」の改善
● 自動契約機の画面表示の改善
● 申込受付表記入欄の改善

■ お客さまの最高の満足のために

私たちは、より良いサービスをより快適に提供します。

コーポレート・ガバナンス

ステークホルダーのみなさまの期待に応え、さらなる
信頼関係を構築するため、コーポレート・ガバナンス
の充実を経営の重要事項として、経営の健全性、
透明性および効率性を確保し、継続的な株主価値の
向上を図ります。

フェアディスクロージャー

機関投資家・証券アナリスト向けの決算説明会、
個別取材や投資家訪問、海外投資家を対象とした
電話コンファレンス、海外ロードショーの実施など、
国内・海外におけるIR活動に注力。さまざまな経営
情報を正確に、迅速に公開することで、ステーク
ホルダーに対する経営の透明性の維持・確保に
努めています。

コンプライアンス実践活動

アコムは、コンプライアンスを経営の最重要課題の
ひとつとして位置付け、コンプライアンス重視の
企業風土を確立するための態勢強化を継続する
とともに、社員一人ひとりのコンプライアンス意識
のさらなる向上に努めています。

企業理念

＜コーポレート・ガバナンス＞
 ＜コンプライアンス＞

組織・体制

＜社会貢献活動＞
＜パートナー企業との活動＞

社会貢献活動方針

業界団体活動

環境保全活動

社会貢献活動

その他の活動

＜CS経営＞
＜働きやすい環境づくり＞

CS理念

海外金融事業

信用保証事業

ローン・クレジットカード事業

事業活動

アコムのCSR

■ アコムのＣＳＲ

アコムが考えるＣＳＲとは、企業理念に基づいた事業活動やその他の活動を通じて、企業の社会的
責任と使命を果たし、持続可能な社会の実現に貢献することです。

CSRCSR

アコムは企業の社会的責任と使命を果たし、

持続可能な社会の実現に取り組みます。
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消費者啓発・金銭教育支援活動

● 大学での金銭教育
● 公益財団法人家計経済研究所を通じた活動

社会福祉支援活動

● アコム青い鳥募金
社員の発案によって1984年に始められたもので、
社員の自発的な善意による活動です。集まった募金は
社会福祉団体や災害救護義援金として被災地の共同
募金会に寄付しています。
● 被災地義援金の寄付
● 献血活動

環境保全活動

● ATM・電飾看板などの消費電力削減対応
● ペーパーレス化対応

文化・芸術支援活動

● アコム“みる”コンサート物語
20年を超えるロングラン公演、来場者数20万人突破
アコム“みる”コンサート物語は、「影絵」と「生演奏」、
そして「語り」を組み合わせた芸術として、全国各地
で地域住民の方々をお迎えして開催。1994年に
第1回目の公演を開催してから20年を超え、2016年
には累計公演回数200回、来場者数20万人を突破。
多くの方々に楽しんでいただいています。
このコンサートの特徴は、自主運営による手づくりの
コンサートであるとともに、世代を超え、そしてハン
ディキャップのある方にも楽しんでいただけるよう配慮
した“バリアフリーコンサート”として開催していること
です。舞台に手話
通訳を取り入れた
り、車イス専用席
を充実させるな
ど、さまざまな工
夫をしています。

■ 社会・環境のために

アコムは、社会福祉、地域貢献等、さまざまな社会貢献活動を通じて、地域社会と良好な関係を
築きつつ、「身近なアコム」と「社会に調和した企業市民」を目指しています。

次世代育成支援プログラム

アコムは、2011年「次世代育成支援対策推進法」
に基づく基準適合一般事業主として、厚生労働省
東京労働局より認定を受け、次世代認定マーク
「くるみん」を取得しています。
社員が仕事と子育てを両立させることができる働き
やすい環境を作ることによって、今後も安心して
仕事ができるよう「仕事と育児の両立支援」をおこ
なっています。

人材育成

アコムでは、企業理念である「人間尊重の精神」、
「お客さま第一義」、「創造と革新の経営」を具現化
できる社員を育成するため、職場内教育（OJT）や
「階層別研修」、「選抜教育研修」など多様な研修を
実施しています。
また、「通信教育」、「公的資格取得への支援」等、
従業員の自律的なキャリア開発を支援するための
施策にも積極的に取り組み、学ぶ風土を確立できる
よう努めています。

■ 働きやすい職場づくり

社員満足の向上がお客さまの満足につながり、ひいては企業としての存在価値の向上に結びつく
という考えのもと、「働きやすい職場づくり」に取り組んでいます。

ACOM Corporate Prof i le 16



兵庫県神戸市生田区（現・中央区）に繊維

製品卸小売業の「丸糸呉服店」を開業

元町店（神戸市中央区）でサラリーマン金融

（勤め人信用貸し）を開始

日本初の現金自動貸付機を開発。梅田店

（大阪市北区）に設置

消費者金融業の「アコム株式会社（資本金

5億円）」を設立

業界初の年中無休・24時間稼動ATM（現金

自動入出金機）を銀座店（中央区銀座）に設置

業界初の自動契約機「むじんくん」を新宿と

博多に設置

日本証券業協会に株式を店頭登録

東京証券取引所の市場第二部に上場

タイ王国に「SIAM A&C CO., LTD.（2005年

4月 EASY BUY Public Company Limited

に商号変更）」を設立（現・連結子会社）

東京証券取引所の市場第一部銘柄に指定

Master ca rd Internat iona lの発行ライ

センスを取得

Master card®の発行を開始し、クレジット

カード事業に進出

「アイ・アール債権回収株式会社」へ出資。

債権管理回収事業に進出（現・連結子会社）

「株式会社北海道銀行」が提供する無担保

ローン商品を対象とした保証事業を開始

「株式会社東京三菱キャッシュワン（2005年

1月 連結子会社化し、同時に株式会社DC

キャッシュワンに商号変更）」を設立

「株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ

（現・株式会社三菱U FJフィナンシャル・

グループ）」と戦略的業務・資本提携

「株式会社三菱東京UFJ銀行」との共同出資

により、インドネシア共和国の「PT. Bank

Nusantara Parahyangan, Tbk.」を買収

（現・連結子会社）

「アイ・アール債権回収株式会社」の全株式

を取得

「株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ」

「株式会社三菱東京UFJ銀行」との戦略的

業務・資本提携を一層強化することについて

合意

「株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ」

の連結子会社となる

信用保証事業の「エム・ユー信用保証株式

会社」を設立（現・連結子会社）

「エム・ユー信用保証株式会社」の全株式

を取得

フィリピン共 和 国に合 弁 会 社「A C O M

CONSUMER FINANCE CORPORATION」

を設立

1936年 4月

1960年 3月

1970年 5月

1978年10月

1979年12月

1993年 7月

10月

1994年12月

1996年 9月

1998年 7月

1999年 4月

2001年 3月

5月

8月

2004年 3月

2007年12月

2008年 2月

9月

12月

2013年 9月

2015年12月

2017年 7月

■ 沿革

● 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

■ 親 会 社

【連結子会社】

● エム・ユー信用保証株式会社

● EASY BUY Public Company Limited

● PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.

● アイ・アール債権回収株式会社

● ACOM CONSUMER FINANCE CORPORATION

【持分法適用関連会社】

● エム・ユー・コミュニケーションズ株式会社

■ 関 係 会 社

● 商号
アコム株式会社（ACOM CO., LTD.） 

● 主な事業内容
ローン事業、クレジットカード事業、信用保証事業

● 本社所在地
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号　明治安田生命ビル

03-5533-0811(代表) 

● 創業年月日
1936年4月2日

● 設立年月日
1978年10月23日

● 資本金
638億3,252万円

● 決算期
3月31日（年1回）

● 従業員数
1,970名（男性1,214名、女性756名）

平均年齢39.7歳（2017年9月末現在）

● 貸金業者登録番号
関東財務局長（12）第00022号

● 包括信用購入あっせん業者登録番号
関東（包）第5号

● 加盟団体
日本貸金業協会

 一般社団法人 日本クレジット協会

 一般社団法人 日本経済団体連合会

● 主要取引金融機関
三菱UFJ信託銀行株式会社

■ 会 社 概 要
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● 取締役
代表取締役社長兼会長

代表取締役副会長

代表取締役副社長

専務取締役

常務取締役

取締役

取締役 常勤監査等委員

取締役 常勤監査等委員

取締役 監査等委員

取締役 監査等委員

● 執行役員
社長執行役員

副社長執行役員

専務執行役員

常務執行役員

常務執行役員

常務執行役員

常務執行役員

常務執行役員

常務執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

木下　盛好

和地　薫

木下　政孝

提橋　輝幸

渡邉　範善

村上　敦士

福元　一雄

伊藤　達哉(社外)

田　修(社外)

土井　隆(社外)

木下　盛好

木下　政孝

提橋　輝幸

渡邉　範善

厚田　理郎

松谷　信吉

内田　智視

近藤　誠

嘉村　康裕

松原　義則

宮川　悟

小野寺　道人

鹿野谷　智雄

曽根　雅行

桐渕　高志

清岡　哲弘

土井　保英

吉羽　優志

芝　　邦弘

■ 取締役および執行役員■ 組 織 図 (2017年6月22日現在)

(2017年6月22日現在)

明治安田生命ビル（本社所在地）

監査等委員会事務局監査等委員会

監査部

コンプライアンス統括部

信用リスク管理室リスク統括部

審査コンプライアンス推進室

審査第二部

審査第一部審
査
本
部

大阪保証審査センター

東京保証審査センター
保証事業部

営業コンプライアンス推進室

カウンセリングセンター

コールセンター

支店・無人店舗店舗チャネルグループ西
日
本
営
業
部

第二サービスセンター

第一サービスセンター

カウンセリングセンター

コールセンター

支店・無人店舗店舗チャネルグループ

東
日
本
営
業
部

お客さまサービスセンター営業推進部

営
業
本
部

システム管理室

システム運用室

システム開発室

シ
ス
テ
ム
統
轄
部

業務統括部

営業企画部
お客さま相談センター

法務室
総務部

人事部

広報・IR室

財務第二部

財務第一部

海外事業部
イノベーション企画室

CSR推進室
経営企画部

経営会議

コンプライアンス委員会

指名・報酬委員会

財務情報開示委員会

リスク管理委員会

取締役会

株主総会
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アコム株式会社
本社 〒100-8307 東京都千代田区丸の内 2-1-1  明治安田生命ビル
TEL 03（5533）0811（代表）
URL https://www.acom.co.jp/
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