
ミニ・ディスクロージャー誌　2007年9月期（中間期）

私たちは、お客さまと銀行の関係はこうありたいと考えます。

会社概要（2007年9月末現在）

◆本店所在地 〒103-0026

東京都中央区日本橋兜町7番2号

◆設立 1993年8月23日

◆総資産 5,907億87百万円

◆総預金 4,570億31百万円

◆総貸出 5,075億 1百万円

◆信託財産 1兆9,790億50百万円

◆純資産 662億71百万円（資本金300億円）

◆発行済株式数 600,000株

◆株主 オリックス株式会社（100%）

◆自己資本比率 11.4%
◆従業員数 合計352名

オリックス信託銀行が取り扱ってい

る金融商品、サービス、決算内容、

個人情報に関するプライバシーポリ

シーなどの情報は、ホームページで

ご覧いただけます。

経営企画部

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7番2号
TEL 03-3660-6551㈹ FAX 03-3660-6099
　bnk@otb.orix.co.jp

http://trust.orix.co.jp

（発行：2007年12月）
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Q&A オリックス信託銀行についてお答えします

日頃よりオリックス信託銀行に格別のお引き

立てを賜り、誠にありがとうございます。

当社の業績と事業内容をコンパクトにまとめ

た2007年9月期（中間期）ミニ・ディスクロー

ジャー誌「相思相愛」を作成いたしました。本

誌を通じて、私どもオリックス信託銀行をより

一層ご理解賜りたいと存じます。

さらなる飛躍に向けて

現在、住宅ローン事業は多くの金融機関が注

力する事業ですが、当社ではそれぞれのお客さ

まの立場で最適なサービスを提供し、ご自宅の

取得や賃貸用不動産購入をお考えのお客さま

等に幅広く対応しております。さらに、信託事

業においても、お客さまの経営・財務戦略上の

多様な資金ニーズに的確にお応えするよう、提

案力の強化を図っております。今後とも、こうし

た良質なサービスの提供による施策を着実に

実行・達成していくことによって、顧客基盤・事

業基盤の一層の拡充に取り組んでまいります。

また、以上の取り組みに加えて、法令等遵守、

リスク管理などの内部管理態勢の強化と、お客

さまへの適切な対応への取り組みを経営の重

要課題と位置付け、今後も健全な事業活動の

遂行に努めてまいります。

当社では、商品・サービスの展開ならびに、

これまでに培ってきた金融サービス分野におけ

る専門性・優位性を発揮して、さらなる飛躍に

向け、変革に挑戦し、中長期的な成長の持続

と、企業価値の向上に積極的に取り組んでまい

ります。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お

願い申し上げます。
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オリックス信託銀行
代表取締役社長

ごあいさつ

2007年9月期（中間期）の業績はどうでしたか?

2007年9月期（中間期）では、住宅ローン事

業の堅調な伸びにより資金利益が増加し、経常

収益は117億76百万円（前中間期比6.7％増）

となりました。

利益面につきましては、資金調達費用の増加、

業容拡大に伴う営業経費の増加等により、経

常利益は37億94百万円（前中間期比28.3％

減）となりました。

「資金利益」とは… 貸出などの資金運用で得られた収益から、
預金などの資金調達に要する費用を差し引
いた額であり、利息の収支を表します。

Q1

A ■経常収益・経常利益の推移

■長期債格付け

（単位：百万円）
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格付けを教えてください。

格付機関による長期債格付けにおいて、格

付投資情報センター（R&I）より「A+」、スタ

ンダード＆プアーズ（S&P）により「A-」の格

付けを取得しております。当社は、オリックスグ

ループが個人向け業務を強化するうえで重要な

役割を果たしており、良好な資産内容・財務構

成と、安定した収益力が格付機関に評価され

ております。
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Q&A オリックス信託銀行についてお答えします

預金と貸出金の状況はどうなっていますか?

2007年9月末時点の預金残高は、定期預

金の新規預入が好調に推移し、4,570億円

（前期末比2.5％増）となりました。また、貸

出金残高は、定型的な住宅ローン商品とは一

線を画した、オーダーメイド型のきめ細やかな

対応により、2007年9月末時点で5,075億円

（前期末比9.9％増）となりました。

Q5

A ■預金・貸出金残高の推移

■信託財産残高の推移

（単位：億円）
預金残高 貸出金残高

2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2007年9月期
（中間期）

3,372

3,903
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5,075

信託業務の状況はどうなっていますか?

信託業法改正・資産流動化ビジネスの進

展など、信託業務を取り巻く環境が激変する

中で、当社の信託部門に求められる役割も

大きくなっております。当社は法人取引を専

門としており、金銭債権信託を中心に受託金

額が順調に増加したことから、2007年9月末

時点の信託財産は1兆9,790億円（前期末比

20.0％増）となりました。今後も、良質な受

託財産の積み上げと収益性の向上に取り組ん

でまいります。

Q6

A

財務の健全性はどうなっていますか?

財務の健全性を示す指標の１つ、自己資

本比率は2007年9月末現在で11.4％となり、

良質な自己資本を維持しております。なお、

2007年3月期より、新しい自己資本比率規制

（バーゼルⅡ）が導入され、金融機関の直面す

るリスクをより精緻に評価することとなりまし

た。今後も健全な経営を目指すために、さまざ

まな観点からリスクを分析し、安全性の高い

資産運用を行ってまいります。

Q3

A ■自己資本比率の推移

■リスク管理債権の比較
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不良債権の状況はどうなっていますか?

不良債権比率（リスク管理債権比率）は、

2007年9月末時点で1.21％と、厳正な審査と

債権管理の徹底により、引き続き低水準で推

移しております。当社では、貸出金の約90％

が住宅ローン債権のため、貸出先が小口分散

化されており、資産構成の健全性が確保され

ています。

「リスク管理債権比率」とは… 貸出金総額に対する銀行法に
基づくリスク管理債権総額の
比率です。

Q4
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＊全国銀行協会発行「全国銀行財務諸表分析」（平成18年度決算）による
　平均値です。

19,790
（単位：億円）
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貸借対照表
2007年9月30日現在

損益計算書
2007年4月1日～2007年9月30日

注：記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

財務諸表（監査対象外）

（資産の部）
現金預け金
コールローン
買入金銭債権
有価証券
貸出金
その他資産
有形固定資産
無形固定資産
繰延税金資産
支払承諾見返
貸倒引当金

資産の部合計

1,417
32,100
22,865
24,985

507,501
2,711

134
1,132
1,852

250
△ 4,162

590,787

（負債の部）
預金
コールマネー
借用金
信託勘定借
その他負債
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
支払承諾
負債の部合計
（純資産の部）
資本金
資本剰余金
利益剰余金
株主資本合計
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

457,031
15,000
42,000

934
9,037

191
59
11

250
524,516

30,000
2,803

32,500
65,303

967
967

66,271
590,787

科　目 金　額

経常収益
　信託報酬
　資金運用収益
　役務取引等収益
　その他業務収益
　その他経常収益
経常費用
　資金調達費用
　役務取引等費用
　営業経費
　その他経常費用
経常利益
特別損失
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
中間純利益

11,776
759

9,108
970

17
920

7,981
2,389
1,301
3,692

596
3,794

15
3,779
1,722
△ 176
2,234

科　目 金　額科　目 金　額
（単位：百万円）

信託財産残高表
2007年9月30日現在

有価証券
受託有価証券
金銭債権
有形固定資産
無形固定資産
その他債権
銀行勘定貸
現金預け金
資産合計

28,799
131,468

1,593,300
111,152

141
1,964

934
111,288

1,979,050

金銭信託以外の金銭の信託
有価証券の信託
金銭債権の信託
包括信託

負債合計

113,323
130,125
385,104

1,350,496

1,979,050

資　産 金　額 負　債 金　額
（単位：百万円）

（単位：百万円）

商品のご案内

ダイレクト預金・eダイレクト預金

その他取扱商品のご案内

「コストを省いてお客さまに還元する」という

コンセプトのもと、定期預金「ダイレクト預金」

「eダイレクト預金」をご提供しています。

http://trust.orix.co.jp/depo
●ダイレクト預金
　・資料請求 0120-094-089

（受付時間9：00～18：00、1月1日を除く）
　・お手続き等に 0120-890-694

（受付時間9：00～17：00、土・日・祝日を除く）
　・預金金利情報ダイヤル 0120-094-860（24時間自動音声）

●eダイレクト預金 0120-145-094
（受付時間9：00～18：00、1月1日を除く）
　e_direct@otb.orix.co.jp

お問合せ先

ダイレクト預金
1999年3月に誕生した、電話と郵送でお取引いただく日本初
の通販型定期預金です。

eダイレクト預金
通帳・キャッシュカードは発行せず、お取引・照会はインター
ネットのみとするインターネット取引専用の定期預金です。

※金融情勢の変化などにより、金利改定を行う場合がございます。
※最新の金利情報は、下記の預金金利情報ダイヤル、当社ホームページ
でご確認ください。

個人年金保険
通販方式でご契約いただける個人年金保険です。老後の年金補完、資産運用手段、相続資産形成など、さまざまな目的にご
活用いただけます。詳細につきましては、フリーダイヤルまたはホームページにてご確認ください。

無担保借換ローン「BANKアシスト」
「BANKアシスト」は、複数の金融機関からのお借入れをまとめてお借り換えいただく商品です。詳細につきましては、フリー
ダイヤルまたは当社ホームページにてご確認ください。

http://trust.orix.co.jp/assist 
●BANKアシストデスク 0120-552-189（受付時間 9：00～18：00、土・日・祝日を除く）

お問合せ先

http://trust.orix.co.jp/pension 
●保険デスク 0120-098-104（受付時間 9：00～17：00、土・日・祝日を除く）

お問合せ先

関するお問合わせ
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住宅ローン

アパートローン 応援プラン
アパート経営で家賃収入を！
居住用賃貸住宅（一棟）や、賃貸併用の自宅のご購
入・建築をされる方、お借換えの方に、きめ細やか
な対応で、お客さまの賃貸経営をバックアップいた
します。

住宅ローン借換プラス
住宅ローン借換えにプラスの魅力
ご自宅の住宅ローンお借換えと併せて、お客さまの
ご希望により、教育・車・リフォーム・住宅関連資金
などに「生活ゆとりローン」をご利用いただけます。

セカンドハウスローン 応援プラン
ご自宅以外の不動産購入で
家賃収入を！
自用または賃貸用を目的として、マンション一室や
一戸建て不動産のご購入・お借替えをお考えの方に、
柔軟にお応えいたします。

ホームエクイティローン「マイ・ホープ」
ミドルのための不動産担保ローン
海外不動産や別荘のご購入、リフォーム資金・教育
資金など、首都圏の居住用不動産を担保に、幅広く
ご活用いただけます。

シニア多目的住宅ローン
今ある住宅を活用して、
ネクストステージへ
首都圏の居住用不動産を担保として、賃貸用不動産
購入資金のほか、ご自宅の住みかえ・リフォーム資
金など不動産に関する用途にご活用いただけます。

ダイレクト投信
［インターネット買付注文限定ファンド］として下記

4ファンドを取り扱っております。

その他のお取り扱いファンドについては、当社ホー

ムページをご覧ください。

当社は、日本橋（東京）・新宿・横浜・大阪・

福岡に住宅ローンプラザを開設しており、特に、

不動産投資用の住宅ローン商品の取り扱いに力

を入れています。お客さまのニーズやライフサイク

ルに合わせた商品を取り揃え、お客さま一人ひと

りのご希望にお応えします。

http://trust.orix.co.jp/104
●ダイレクト投信デスク 0120-098-104
　　　　　　　　　　（受付時間9：00～17：00、土・日・祝日を除く）

お問合せ先http://trust.orix.co.jp/jloan
●首都圏 0120-162-094    携帯電話 03-3278-5206 ●近畿圏 0120-094-505    携帯電話 06-6209-7756
（受付時間 9：00～18：00、土・日・祝日を除く）なお、携帯電話でのお問合せの際、通話料はお客さまのご負担となります。

お問合せ先

DIAM
世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界好配当倶楽部
〈委託会社〉DIAMアセットマネジメント

HSBC
世界資源エネルギーオープン
〈委託会社〉HSBC投信

インベスコ
アジア・インフラ・ファンド
〈委託会社〉インベスコ投信投資顧問

HSBC ブラジルオープン
〈委託会社〉HSBC投信

《投資信託の留意事項》
●お申込の際は、最新の「契約締結前交付書面（目論
見書・同補完書面）」を交付いたしますので、内容を
十分お読みのうえ、ご自身でご判断ください。契約締
結前交付書面は、電子交付サービスまたはお電話で
のご請求による郵送にて承ります。

●投資信託は預金ではありません。
●投資信託は預金保険の対象ではありません。
●投資信託は、設定・運用を投信会社が行う商品です。
●投資信託の運用による損益は、投資信託を購入され
たお客さまに帰属します。

●投資信託は、値動きのある証券（株式、債券等）に投
資しますので、市場環境等により基準価額が下落し、
損失を被ることがあります。また、外貨建て資産に投
資する場合には、このほかに為替の変動により損失
を被ることがあります。したがって、元本・分配金は
保証されているものではなく、基準価額変動により
損失を被り、投資元本を下回ることがあります。

●当社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基
金の対象ではありません。

●一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できな
いものや、特定日にしか換金できないものがあります。

《手数料等について》
●お申込にあたっては、当社所定のお申込手数料（お申
込金額に対し最大3.15％（税込））がかかるほか、保
有期間中は信託報酬（信託財産純資産総額に対し実
質最大2.10％（税込））がかかります。

●一部の投資信託は換金時に信託財産留保額（当該投
資信託の換金時に適用される基準価額に対し最大
0.5％（税込））が基準価額から差し引かれます。

●その他の費用として、監査報酬、有価証券等売買時
の売買委託手数料、外貨建資産保管費用、信託事務
の諸費用等の費用がかかります。

●その他の費用および手数料等の合計額等については、
運用状況による変動またはお申込金額、保有期間等に
より異なるため表示することができません。

登録金融機関　関東財務局長（登金）第11号
加 入 協 会　日本証券業協会
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当社では、ミニディスクロージャー誌「相思相愛」をお客さまにご郵送する際、商品・サービスに関するアンケー

トを同封しております。

お客さまの率直なご意見・ご要望などを真摯に受け止め、業務・サービスの改善・向上に役立てていきたいと

考えております。

2007年7月に実施した郵送によるお客さま満足度調査（回答数：529件）

このたびのアンケートでは、
商品説明書・パンフレット
がお客さまの視点に立った
わかりやすい内容であるか、
ご回答いただきました。
また、ネットバンキングの
機能性・セキュリティ対策
について、ご意見・ご要望
を募りました。

03-3278-5028（受付時間9：00～17：00、土・日・祝日を除く）

●お問合わせ「ご意見･ご要望」　　　http://trust.orix.co.jp/comsum/inquiry/voice.htm

オリックスグループのトピックスお客さま満足度アンケートの実施と活用について

当社ホームページでは、アンケートの集計結果と、特に多くお寄せいただいたご意見・ご要望に対する改善状

況・ご回答を随時掲載してまいりますので、ご覧ください。

アンケート調査の他、当社では「お客様相談室」を設け、広くお客さまのご意見・ご要望などをお受付けしております。

●オリックス社会貢献基金　 03-5419-5106

●オリックスグループホームページ「オリックスの環境への取組み」
　 http://www.orix.co.jp/grp/co/environment/index.htm

●現在お取引している商品説明書・パンフレットのわかりやすさ
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「環境レポート 2007」を発行

タイ東北地方ブリーラム県で学校施設を寄贈

昨今、地球温暖化をはじめとした環境問題は世界的・社会的に極め

て重要なテーマとなり､企業が取り組む環境事業への関心も高まってい

ます。このたび、オリックスグループでは、オリックス環境株式会社をは

じめ、グループ会社が取り組んでいる環境事業を紹介するコミュニケー

ションツールとして、「環境レポート2007」を初めて発行いたしました。

オリックスグループの事業領域は多岐にわたり、いずれに分野におい

ても「環境への関わり」が生じます。これらをお客さまや社会からの重

要なニーズと捉え、新たな付加価値の創造につなげていきたいと考えて

います。

オリックスグループでは、「オリックス社会貢献基金」を設立し

て社会貢献活動を行っております。2007年度は、国際協力支援

の一環として、タイ東北地方で、小・中学校に併設する「オリック

ス教育センター」を建設いたしました。

タイでは約30年にわたり、オリックスグループの現地法人が事

業展開し、友好な関係を築いてきました。タイの中でも東北地方で

は、義務教育施設に充分な設備・教材が整っていないことが多く、

子どもたちは満足な教育を受けられない環境にあります。「オリック

ス教育センター」には、図書室・パソコンルーム・多目的スペースを

設置し、児童向け図書やパソコンなども併せて寄贈いたしました。

多くの子どもたちが、この教育センターで学び、将来、地域や国

の発展のために活躍してくれることを期待しております。



ミニ・ディスクロージャー誌　2007年9月期（中間期）

私たちは、お客さまと銀行の関係はこうありたいと考えます。

会社概要（2007年9月末現在）

◆本店所在地 〒103-0026

東京都中央区日本橋兜町7番2号

◆設立 1993年8月23日

◆総資産 5,907億87百万円

◆総預金 4,570億31百万円

◆総貸出 5,075億 1百万円

◆信託財産 1兆9,790億50百万円

◆純資産 662億71百万円（資本金300億円）

◆発行済株式数 600,000株

◆株主 オリックス株式会社（100%）

◆自己資本比率 11.4%
◆従業員数 合計352名

オリックス信託銀行が取り扱ってい

る金融商品、サービス、決算内容、

個人情報に関するプライバシーポリ

シーなどの情報は、ホームページで

ご覧いただけます。

経営企画部

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7番2号
TEL 03-3660-6551㈹ FAX 03-3660-6099
　bnk@otb.orix.co.jp

http://trust.orix.co.jp

（発行：2007年12月）


