
ウェブサイトのご案内
オリックス信託銀行のウェブサイトでは､最新の金利情報やよくいただくご質問とその回答、個人情報
の取り扱い（プライバシーポリシー）やセキュリティに関する情報、決算内容などについてご覧いただ
けます。また、各種商品・サービスのお申し込みやお取り引きを行うことができます。

▶eダイレクト預金
　口座開設の申し込みや振り込み､取引内容の照会などをすることができます。
▶不動産投資ローン・住宅ローン・不動産活用ローン
　各種ローンの事前審査の申し込みや返済シミュレーションによるご返済額の試算などをすることができます。
▶無担保ローン
　ご融資の申し込みや返済シミュレーションによる返済額の試算などをすることができます。

オリックス信託銀行ウェブサイト
http://trust.orix.co.jp

東京都港区芝3-22-8 オリックス乾ビル 〒105-0014
TEL：03-6722-3600(代)　http://trust.orix.co.jp
（発行：2011年1月）

会社概要（2010年11月30日現在）

ミニ・ディスクロージャー誌　2010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。

オリックス信託銀行株式会社（ORIX Trust and Banking Corporation）
東京都港区芝3-22-8　オリックス乾ビル 〒105-0014
潮　明夫
1993年8月23日
400億円
オリックス株式会社（100%）
504名

［商号］
［本店所在地］
［代表取締役社長］
［設立］
［資本金］
［株主］
［従業員数］

相 思 相 愛
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オリックス信託銀行の特徴
　オリックス信託銀行は、1993年の開業以来、「インフラコストを可能な限り抑えて、より魅力的
な金融商品・サービスを提供する」というコンセプトのもとビジネスを展開してまいりました。
　総合的なサービスを提供するメインバンクを目指すのではなく、特定分野に強みを発揮する「サ
ブバンク」として、より魅力的な金融商品・サービスを提供することにより、お客さまのニーズにお
応えし、より一層ご利用いただける銀行を目指しています。
　オリックス信託銀行には、預金や振り込みの手続き窓口となる店舗はございません。またキャッシュ
カードを発行しておらず、ATMネットワーク網なども持っておりません。一般的な銀行は、店舗や
ATMネットワーク網などのインフラの維持に莫大な投資をし、ランニングコストをかけています。
　オリックス信託銀行は上記のように店舗などを持たないことにより、インフラコストを可能な
限り抑えています。 

　平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたび、お客さまとの対話に役立てたいと考え、2011年3月期
中間期（2010年9月期）の業績やトピックスについてまとめた
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、オリックス信託銀行について、一層のご理解をいた
だければ幸いです。

　わが国の経済は、2009年後半より新興国・資源国経済の高成長な
どによる海外経済の回復を背景とした輸出・生産の増加や耐久消費
財の販売促進策の効果などにより、改善を続けてきました。一方で、
海外経済の減速や耐久消費財に関する政策効果の反動、円高の影響な
どにより、2010年度後半は、景気改善のテンポが鈍化することが懸
念されています。こうした状況下、日本銀行は、ゼロ金利政策などの
金融緩和策を行っています。また、企業の資金需要が後退する中、銀
行間の競争が厳しさを増し、貸出金利は低下傾向が続いています。
　このような環境のもと、オリックス信託銀行は、特定分野におけ
る強みを発揮し、健全な貸出資産の増加および安定的な預金調達
の推進を進め、金融サービスの拡充ならびに業容の拡大を図って
まいりました。その結果、経常収益157億円（前年同期比12％増
加）、中間純利益21億円（前年同期比25％増加）という業績を収め
ることができました。
　オリックス信託銀行は、引き続き、お客さまのニーズに細やかに
お応えし、資金調達・資金運用の両面でお役に立てるよう、商品・
サービスのより一層の充実を図ってまいります。今後とも変わら
ぬご支援、ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年1月

■ ビジネスモデルの特徴

お客さま

インターネット

電話・メール

インターネット

電話・メール
店舗・ATM

オリックス信託銀行のビジネスモデル 一般的な銀行のビジネスモデル

お客さまへご利用価値の高い商品・サービスを提供お客さまへご利用価値の高い商品・サービスを提供

ご利用目的に応じて、お客さまが複数の銀行を使い分ける時代。
オリックス信託銀行は、総合的なサービスを提供するメインバンクを目指すのではなく、特定の分野に
強みを発揮する「サブバンク」として、お客さまのご利用目的に応じてご利用いただきたいと考えています。

チャネルを絞ることにより、インフラコストを圧縮チャネルを絞ることにより、インフラコストを圧縮
各チャネル維持のための投資やランニングコストが発生各チャネル維持のための投資やランニングコストが発生

ミニ・ディスクロージャー誌 ミニ・ディスクロージャー誌

ごあいさつ
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中間純利益の推移経常収益（売上高）の推移

当期純利益の推移 （単位：億円）

（単位：億円） （単位：億円）

ミニ・ディスクロージャー誌

2011年3月期中間期（2010年9月期）の業績はどうでしたか？Q .1　オリックス信託銀行は、設立以来、「インフラコストを可能な限り抑えて、より魅力的な金融商
品・サービスを提供する」というコンセプトのもとビジネスを展開してまいりました。総合的な
サービスを提供するメインバンクを目指すのではなく、特定分野に強みを発揮する「サブバンク」
として事業を展開しています。

　このように、オリックス信託銀行は、特定の分野における強みを発揮し、より質の高い金融商
品・サービスの提供に努めるとともに、健全な貸出資産の増加および安定的な預金調達の推進な
ど、業容の拡大を図っています。

オリックスグループ入り以降の当期純利益の推移
　オリックス信託銀行は、1998年にオリックスグループ入りをいたしました。
オリックスグループ入り後の初決算以降、10年以上にわたり連続して利益を計上し、安定的な
経営を続けています。

A　　住宅ローンや法人向け融資の推進などによる運用資産の増加にともなう資金運用収益の増加や国債
等売却益の増加により、経常収益は157億円 （前年同期比16億円増加）となりました。一方、業容拡大に
ともなう営業経費の増加などから、経常費用は120億円（前年同期比9億円増加）となりました。この結果、
経常利益は37億円 （前年同期比7億円増加）、中間純利益は21億円（前年同期比4億円増加） となりました。

ミニ・ディスクロージャー誌

Q&A  業績ハイライトについてお答えします
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貸出金残高の推移

信託財産残高の推移

自己資本比率とTier I（中核的自己資本）比率の推移

預金残高の推移
個人向け 法人向け（譲渡性預金含む）

個人向け 法人向け

（単位：億円）

Tier I 比率自己資本比率

（単位：億円）

（単位：億円）

信託業務の状況はどうなっていますか？Q .3預金と貸出金の状況はどうなっていますか？Q .2

財務の健全性はどのようになっていますか？Q .4

A 預金の状況
　個人向けインターネット取引専用定期預金「eダ
イレクト預金」や2009年5月より取り扱いを開始
しました法人向け定期預金が順調に増加したこと
により、中間期末残高は9,207億円（前期末比547
億円増加）となりました。

A 貸出金の状況
　住宅ローンや法人向け融資の増加などにより、中
間期末残高は7,878億円（前期末比514億円増加）
となりました。また、その残高の多くは小口分散し
た個人向けの住宅ローンが占めています。

A　　国内の流動化市場の環境は依然厳しいものの、
緩やかながら回復基調がみられ、信託財産の中間
期末残高は1兆8,753億円（前期末比673億円増
加）となりました。

A　　財務の健全性を示す指標のひとつである自己
資本比率※は、2010年9月期末で10.9%となり、国
内で業務を営む金融機関の基準（国内基準）の
4.0%を大幅に上回る水準を維持しています。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。
※ 自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示
　 第19号に定められた算式により算出しております。

注)預金残高には譲渡性預金を含みます。
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不良債権比率

長期格付け

格付投資情報センター（R&I） スタンダード＆プアーズ（S&P）
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全国銀行平均は、全国銀行協会発行「全国銀行財務諸表分析」
（平成21年度決算 〈2010年3月期末〉）による平均値です。

全国銀行平均
（2010年3月期末）
2.53%

当社
（2010年9月期末）
1.58 %

中間貸借対照表（2010年9月30日現在）　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

信託財産残高表（2010年9月30日現在）　　　　　　　　　　　   （単位：百万円）

中間損益計算書（2010年4月1日～ 2010年9月30日） （単位：百万円）

（負債の部）
預金

コールマネー

譲渡性預金

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

（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

資産の部合計

7,693
20,000
68,645
198,905
787,889
3,314
4,882
1,740
1,450
150

貸倒引当金 △7,385

1,087,287

899,972
20,760
10,000
38,400
781

17,536
222
6
1

150

987,832

40,000

12,803
42,433
95,236
4,218
4,218
99,455

1,087,287

信託報酬

役務取引等収益

資金運用収益

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

法人税等合計

中間純利益

599
13,247

757
673
514

12,089

4,194
1,776
4,569
1,549

3,701

10

3,691

2,158

△ 654

1,503

2,188

科　目 金　額 科　目 金　額

経常収益 15,791

額　金目　科

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

貸出金
有価証券
信託受益権
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

125,800
71,459
210,523
113,145

1,080,623
162,288
1,947
1,592
781

107,184
1,875,347

240,094
69,036
215,260

1,350,955

1,875,347

科　目 金　額 科　目 金　額

注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

A　　不良債権比率（リスク管理債権比率※）は、
2010年9月期末で1.58%となり、引き続き低水準
で推移しています。

A　　長期格付けについて、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）よ
り「A-」の格付けを取得しています。当社は、オリッ
クスグループの法人金融・リテールビジネスを担う
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い
ます。

不良債権の状況はどうなっていますか？Q .5

格付けを教えてください。Q .6

ミニ・ディスクロージャー誌 ミニ・ディスクロージャー誌

財務諸表（監査対象外）
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※ 「リスク管理債権比率」は、貸出金総額に対する銀行法に基づく
　 リスク管理債権額の比率です。



個人
部門

法人
部門

信託
部門

　総合的なサービスを提供するメインバンクとしてではなく、特定分野に強みを発揮する
「サブバンク」として、お客さまのニーズにマッチした特色のある商品・サービスを提供して
います。
　預金商品については、口座への入出金や振り込みなどの手続き窓口となる店舗を持たず、
シンプルな商品に特化することで実現した、高水準な金利の円定期預金を提供しています。
　ローン商品については、お客さま一人ひとりのライフプランに沿ったオーダーメード型
の住宅ローン※を提供しています。また、複数の無担保ローンを集約し、計画的にご返済をし
ていただくための無担保借りかえローンや教育ローン、多目的ローンを提供しています。

　法人のお客さまがお持ちの資金調達・運用や取引銀行拡大などの幅広い取り引きニーズ
にきめ細かくお応えしています。
　東京・大阪・福岡の営業拠点を中心に、運転資金や設備資金など、さまざまな資金調達
ニーズにお応えするオーダーメード型のファイナンスを提供しています。特に中堅・中小
企業の資金調達ニーズへ積極的に対応しています。
　また、資金運用をされているお客さまに対して、インターネット取引専用預金「法人eダイ
レクト預金※」を中心に、高水準な金利の預金商品を提供しています。

　法人のお客さまに対し、主として金銭債権や不動産の流動化などの質の高い信託サービ
スを提供しています。特に金銭債権信託はオリックス信託銀行の信託財産残高の9割程度を
占める主力サービスです。
　お客さまが有する金銭債権や不動産の信託により発行された信託受益権を投資家に販売
して資金調達を図るという流動化スキームの一翼を担うことで、お客さまの資金調達をサ
ポートしています。
　また、信託受益権売買等業務として、信託受益権の私募の取り扱いを行い、投資家の資金
運用ニーズにもお応えしています。

ダイレクト預金

借りかえローン「バンクプレミア」

ローンデスク　　0120-552-189

アパートローン

ホームエクイティローン「マイホープ」

シニア多目的住宅ローン

住宅ローン

セカンドハウスローン

eダイレクト預金

eダイレクト普通預金

ダイレクト預金デスク－お手続きに関するお問い合わせ－
      0120-890-694（9：00 ～17：00   土日祝および12/31～1/3休）
資料請求      0120-094-089（9：00～18：00   1/1のみ休）
預金金利情報ダイヤル      0120-094-860（24時間自動音声）

住宅ローンプラザ：      0120-094-256
（9：00～17：20   土日祝および12/31～1/3休）

（9：00 ～ 18：00   土日祝および12/31～1/3休）

eダイレクト預金デスク
      0120-145-094（9：00～18：00 土日祝および12/31～1/3休）
※パソコン操作にかかるテクニカルサポートおよびお客様カードの紛失・盗難のご連絡は、
　土日祝も受け付けしております。（1/1のみ休）

不動産投資ローン

預　金

不動産活用ローン

無担保ローン

住宅ローン

■ 個人向け預金・ローン商品
商品名 お問い合わせ先

投資用セカンドハウスローン

■ 法人向け預金商品

資金デスク
03-6722-3640（9：00～17：00   土日祝および12/31～1/3休）

商品名 お問い合わせ先

法人eダイレクト定期預金

法人eダイレクト普通預金

一般大口定期預金

譲渡性預金

eダイレクト預金デスク
　   0120-145-094（9：00～18：00 土日祝および12/31～1/3休）
※パソコン操作にかかるテクニカルサポートおよびお客様カードの紛失・盗難のご連絡は、
　土日祝も受け付けしております。（1/1のみ休）

（※本誌では、法人eダイレクト定期預金・法人eダイレクト普通預金を総称して「法人eダイレクト預金」と表現しています。）

教育ローン

多目的ローン

（※本誌では、不動産投資ローン・住宅ローン・不動産活用ローンを総称して「住宅ローン」と表現しています。）
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主要業務のご紹介

9 10



ミニ・ディスクロージャー誌 12ミニ・ディスクロージャー誌

　日頃のご愛顧に感謝を込めて、『冬の寛ぎプレゼント』キャ
ンペーンを実施しております。
　2011年1月31日時点で「eダイレクト預金」「ダイレクト
預金」のいずれかの定期預金をご利用のお客さまを対象とし
て、抽選で100名様にオリックスグループが運営する名門
旅館・ホテルの宿泊券、ゴルフコースプレー券などの賞品を
プレゼントさせていただきます。
　今後も、お客さまに長くご利用いただけるよう商品内容の
充実やサービスの向上に努めてまいります。

　オリックス信託銀行の特徴や業績ハイライトなど、ご利
用いただく際のメリット、取扱商品などについてご説明す
る会社紹介動画をウェブサイトに掲載いたしました。
　日頃、お取り引きいただいているお客さまにも、当社の財
務内容の健全性やビジネスモデルを改めてご確認いただけ
る内容となっておりますので、ぜひご覧ください。
　今後ともご利用していただきやすく、より充実した内容
のウェブサイトになるよう、努力してまいります。

～賞金総額130万円、大賞賞金30万円～
第7回「オリックスマネー川柳」の受賞作品を発表

インターネット申し込み専用商品「アパートローン」
「投資用セカンドハウスローン」の取り扱いを開始

～日頃の感謝を込めて～
『冬の寛ぎプレゼント』キャンペーンを実施

～動画でわかる、オリックス信託銀行～
会社紹介動画をウェブサイトに掲載しました

11

トピックス

　オリックスグループでは、2004年より「お金」をテーマにした「オリックスマネー川柳」を実施し
ています。７回目となる今年は、2010年9月16日から11月10日にかけて「オリックスマネー川
柳」の募集を行い、153,346句の応募をいただきました。
　今回の応募作品には、円高、たばこ・禁煙など、世相を反映したキーワードが多く見られました。
オリックス信託銀行は、「オリックスグループ賞」の審査を行っています。

　2010年11月1日より、インターネット申し込み専用商品「アパートローン」「投資用セカンドハ
ウスローン」の取り扱いを開始しました。
　当社ウェブサイト内の事前審査申込ページからのお申し込みに限定させていただくことにより、
従来商品に比べ低い金利で、ローンを提供させていただきます。また、インターネットのご利用に
より、お借り入れまでのスピーディーなお手続きが可能となります。

【大賞作品】　はやぶさの　五倍もかけて　ローン終え

オリックスマネー川柳 URL：http://regist.orix-mail.net/cd/senryu
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オリックスグループの環境ビジネス・環境活動

▲重要文書処理システム
　ECOBox

▲彩の国資源循環工場
　ゼロエミッション施設

オリックスグループ環境方針

● 社会の低炭素化に貢献します
● お客さまの低炭素化をお手伝いします
● 自らの低炭素化に取り組みます

私たちは、未来人という新たなステークホルダーのために、
炭素効率性を高める企業グループになります。

オリックスグループの社会貢献活動

バファローズベースボールアカデミー

フードバンク活動への参加

環境レポート

　オリックスグループは、太陽光発電などの再生可能エネルギービジネス、ESCO事業などの
省エネルギービジネス、環境配慮型不動産開発、カーシェアリング、リユース・リサイクル・適
正処理のワンストップソリューションなど、さまざまな環境ビジネスに取り組んでいます。
　また、環境方針を定め、2012年までの活動を「ECORIX2012」として推進し、「社会」「お客
さま」｢自ら｣の低炭素化に取り組んでいます。

▶バファローズベースボールアカデミー C Bs

　「環境レポート2010-2011」では、持続可能な社会の実現の
ために「エコサービスインテグレーター」としてオリックスグ
ループが行っているさまざまな環境ビジネスや環境活動に
ついて掲載しています。

　子どもたちに野球の楽しさを教える活動として、年に35回程度、
球団OBによる少年少女のための野球教室「バファローズベース
ボールアカデミー」を開催し、当日定めた目標を達成した子どもた
ちには修了書を授与しています。
　オリックス・バファローズでは、今後も子どもたちに夢を与える活
動を行ってまいります。  

　オリックスグループは、事業活動のみでは貢献できない分野へ継続的な支援を行っています。社会的
ハンディキャップをもった人たちや将来を担う子ども・青少年の健全な育成への支援、音楽・文化芸術、
スポーツ振興、環境保全、国際協力などの分野への支援活動を、公益財団法人オリックス財団やオリッ
クス・バファローズなどを通じて積極的に取り組んでいます。

▶災害時宿泊キット

　オリックスは、2010年10月に導入した災害時宿泊キットの未使
用分を、およそ3年に1度、新しいキットへ入れ替える際、安全性を確
認の上、フードバンク活動※を行う「セカンドハーベスト・ジャパン」
へ寄贈します。
　当該キットは、オリックスグループ社員が災害時に使用する非常
用品をオリックス自ら企画・導入したオリジナルキットです。
　今後もあらゆる分野で循環型社会につながる活動を推進し、地域
や社会に貢献していきます。
※ フードバンク活動とは？
　フードバンク活動は、規格外の商品など、品質に問題がないにもかかわらず市場で流通させることが困難になった食品を、生活困窮者、高齢者、幼児、
　災害の被災者などへ届ける取り組みで、NPO法人などが個人や企業から寄付を受け、実施しています。 （※環境レポートは、年1回発行しています。）


