
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。

ミニ・ディスクロージャー誌　2014年3月期

相 思

相 愛



　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、
2014年3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、オリックス銀行について、一層のご理解
をいただければ幸いです。

オリックス銀行株式会社
代表取締役社長

ごあいさつ
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当期の日本経済は、横ばい圏内の動きで推移した

後、2013年の半ばから雇用・所得環境に改善の動き

がみられ個人消費は底堅く推移し、設備投資もプラス

に転じるなど、緩やかな回復を続けています。

金融面では、日本銀行による量的・質的金融緩和政

策が、引き続き物価安定の目標実現のために必要な時

点まで継続される見込みです。

世界経済は、米国が財政面の下押し圧力も和らぎ回

復を続け、欧州も持ち直しが明確になる一方、新興国

の一部になお緩慢さが残り、また、ウクライナ情勢を巡

る不透明感が高まるなどのリスク要因が依然存在する

状況です。

今後の日本経済は、消費税率の引き上げに伴う駆け

込み需要の反動の影響を受けつつも、国内需要が堅調

に推移していくことが見込まれ、基本的には緩やかな

回復が続いていく見通しです。

このような事業環境のもと、オリックス銀行では、お

客さまの多様なニーズにお応えし、より質の高い金融

商品・サービスの提供に努めてまいりました。これに

より、不動産投資ローンをはじめ、特定の分野におい

て強みを発揮し、カードローンも順調に残高を積み上

げることができました。

その結果、経常収益343億円（前期比7.2％増加）、当

期純利益65億円（同8.3％増加）の業績を収めることが

できました。また、譲渡性預金を含む預金残高は1兆

2,073億円（前期末比11.8％増加）となりました。

当社は、1998年にオリックスグループ入りして以来、

「コンパクトで収益力の高い銀行」をコンセプトに事業

を行ってまいりました。ワンルームマンションやアパー

トなどの不動産投資に対する融資を中心に、近年では

法人融資事業やカードローン事業に参入し、2013年

5月に取り扱いを開始した「ｅダイレクト金銭信託」もご

好評をいただいています。これらの新たなチャレンジ

により順調に業容を拡大し、グループ入り後16期連続

で黒字を維持しています。

オリックスは、2014年4月に創立50周年を迎えまし

た。当社は、金融サービス事業を通じて新しい価値を

創造し、社会貢献を目指すオリックスグループの銀行

として、今後も強みに磨きをかけ、従来の銀行の枠に

とらわれない「しなやかな発想」でお客さまのニーズ

にお応えしてまいります。

2014年6月

ごあいさつ

2014年3月期の業績

「しなやかな発想」で新たなチャレンジを
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オリックスは創立50周年を迎えました。

オリックスは、2014年4月17日に創立
50周年を迎えました。

東京オリンピックが開催された1964年
に13人の社員で発足し、お客さまや株主
の皆さま、地域社会など多くの方に支えら
れ、現在ではグローバルに金融サービス
事業を展開する企業グループに成長する
ことができました。

創立50周年を迎えるにあたり、日ごろ
の感謝の意を込めてグループ各社にてさ
まざまな記念キャンペーンを実施してい
ます。詳細は、オリックス創立50周年記
念ページをご覧ください。
http://www.orix.co.jp/grp/50th/

トピックス

1Topics
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新バージョンのCMを放映開始しました。

2014年2月より、「オリックス銀行カードローン」の新
しいバージョンのテレビCMを、関東地区および関西地
区で放映開始しました。

今回もイチロー選手に出演いただき、前作のイメージ
を残した新しい“正座篇”を制作しました。テレビCMは
当社ウェブサイトに掲載しています。イチロー選手の凛と
した姿と美しい所作を、ぜひご覧ください。
http://www.orixbank.co.jp/cm/

2Topics
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経常収益は、金利水準の低下による貸出金利回り

の低下や信託報酬の減少がありましたが、営業資産

の伸長による資金運用収益の増加（前期比10億円

増加）や、信用リスク管理強化による貸倒引当金の

戻し入れなどにより、343億円（同23億円増加）と

なりました。

一方、経常費用は、カードローン事業への広告宣

伝費を中心とした営業経費の増加などにより、236

億円（同15億円増加）となりました。

以 上により、経 常 利 益は106億円（同7億円増

加）、当期純利益は65億円（同5億円増加）となりま

した。
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2014年3月期の業績はどうでしたか？

Q&A	業績ハイライトについてお答えします

A
Q
1

（単位：億円） （単位：億円）経常収益（売上高）の推移	 当期純利益の推移
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預金と貸出金の状況はどうですか？

A
Q
2

預金の状況

個人向けインターネット取引専用預金「eダイレク

ト預金」および法人向け預金などを中心に残高が堅

調に増加したことにより、期末残高は1兆2,073億

円（前期末比1,277億円増加）となりました。

（注）預金残高には譲渡性預金を含みます。

貸出金の状況

期末残高は1兆653億円（前期末比1,017億円増

加）となり1兆円を超えました。当社の主な収益基盤

である不動産投資ローンは、長年にわたり築き上げ

てきたネットワークやノウハウなどの強みを生かし、

貸出金残高を順調に伸ばすことができました。

預金残高の推移 貸出金残高の推移
 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）（単位：億円）

ミニ・ディスクロージャー誌 ミニ・ディスクロージャー誌 6



Q&A	業績ハイライトについてお答えします

国内の流動化市場の低迷により、期末残高は

4,407億円（前期末比2,480億円減少）となりました。

なお、2013年5月より新たに貸付金運用型金

銭信託「eダイレクト金銭信託」の取り扱いを開始

しています。

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2014年3月期末で11.3%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。

なお、2014年3月期より、国内基準行において

も新基準（バーゼルⅢ）による計算方法が適用とな

り、当社もこれに従って計算しています。

※ 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います。

信託業務の状況はどうですか？ 財務の健全性はどうですか？

A A

Q
3

Q
4

（単位：億円）信託財産残高の推移

自己資本比率
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2014年3月期末 11.3%
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不良債権比率（リスク管理債権比率※）は2014

年3月期末で0.63%となり、引き続き低水準で推

移しています。

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リテールセグメ

ント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ですか？ 格付けを教えてください。

A A

Q
5

Q
6

不良債権比率の推移 長期格付け
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0.00%
2012年3月期末 2013年3月期末 2014年3月期末
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1.39%
0.97%

2.43%2.50%

0.63%

全国銀行平均

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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CCC

CC

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC
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A+
A‒

い
高

性
全
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い
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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」による平均値です。

※ 「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
リスク管理債権額の比率です。
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貸借対照表 （2014年3月31日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資産の部 負債の部
現金預け金 34,146 預金 1,047,373
コールローン 31,000 譲渡性預金 159,960
買入金銭債権 67,988 借用金 100,300
有価証券 244,631 信託勘定借 812
貸出金 1,065,386 その他負債 15,810
その他資産 3,853 賞与引当金 317
有形固定資産 4,689 退職給付引当金 42
無形固定資産 3,441 役員退職慰労引当金 0
繰延税金資産 1,493 支払承諾 5,535
支払承諾見返 5,535 負債の部合計 1,330,152
貸倒引当金 △	4,426 純資産の部

資本金 45,000
資本剰余金 17,803
利益剰余金 62,406
株主資本合計 125,210

その他有価証券評価差額金 2,377
評価・換算差額等合計 2,377
純資産の部合計 127,587

資産の部合計 1,457,739 負債及び純資産の部合計 1,457,739

信託財産残高表（監査対象外） （2014年3月31日現在）（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

貸出金 28,602 指定金銭信託 12,020
有価証券 48,298 特定金銭信託 6,205
信託受益権 9,466 金銭信託以外の金銭の信託 75,187
受託有価証券 2,847 有価証券の信託 2,847
金銭債権 195,049 金銭債権の信託 2,270
有形固定資産 111,856 包括信託 342,252
その他債権 1,215
銀行勘定貸 812
現金預け金 42,634
資産合計 440,784 負債合計 440,784

注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

損益計算書 （2013年4月1日〜2014年3月31日） （単位：百万円）

科 目 金 額

経常収益 34,329

信託報酬 456

資金運用収益 29,280

役務取引等収益 1,730

その他業務収益 591

その他経常収益 2,271

経常費用 23,693

資金調達費用 4,471

役務取引等費用 5,229

その他業務費用 0

営業経費 13,864

その他経常費用 128

経常利益 10,636

特別損失 6

税引前当期純利益 10,630

法人税、住民税及び事業税 3,364

法人税等調整額 753

法人税等合計 4,117

当期純利益 6,513

財務諸表
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オリックスグループでは、企業活動だけではカバーし
きれない社会福祉、将来を担う子ども・青少年の支援、
音楽・文化芸術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・バファローズを通じ
て行っています。

2013年11月17日にファン感謝デーが開催され、関西圏の児
童養護施設児童など合計206名をご招待しました。座席での応
援だけでなく、グラウンドに降りて選手と一緒に大玉ころがしや
綱引きをするなど、プロ野球選手と身近に触れ合う参加型のイベ
ントを思い思いに楽しんでいただきました。

福祉車両の寄贈は2006年度より実施していますが、2013
年度は、東京都、奈良県、群馬県の社会福祉施設に合計4台
の福祉車両を寄贈しました。福祉車両は、車いすやストレッ
チャーのままリフトを使って乗降することができる特別な仕
様の車両です。施設では利用者の方たちの外出時の送迎など
に役立てていただく予定です。

2014年1月〜2月にかけ、各地域の児童養護施設児童、障が
い者、被災者家族の方など、合計1,830名を、すみだ・新江ノ島・
京都の3つの水族館にご招待しました。すみだ水族館ではペン
ギン水槽前で新日本フィルハーモニー交響楽団によるミニコン
サートを開催し、魚と音楽との共演を楽しんでいただきました。
新江ノ島と京都ではイルカショーや当日行われたイベントを楽し
んでいただきました。

オリックス・バファローズのFan-Festaにご招待（京セラドーム大阪）

東京都、奈良県、群馬県の社会福祉施設4カ所に福祉車両を寄贈

すみだ・新江ノ島・京都の3つの水族館にご招待

オリックスグループの社会貢献活動

①社会的ハンディキャップをもった方たちへの支援事業
②音楽・芸術振興を図る事業
③上記に関連する社会貢献活動、
　公益の増進を図る活動を行う団体等に対しての助成事業

事業内容
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商号 オリックス銀行株式会社
（ORIX Bank Corporation）

本店所在地 〒105-0014
東京都港区芝3-22-8 オリックス乾ビル

代表取締役社長 潮 明夫

設立 1993年8月23日

資本金 450億円

株主 オリックス株式会社（100%）

従業員数 535名

主な個人向け商品
商品名 お問い合わせ先

預金

eダイレクト預金

eダイレクト預金デスク
●	商品内容、各種お手続きなど
	 	7	0120-145-094（9:00〜18:00　

 土日祝および12/31〜1/3休み）
※ 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
連絡は土日祝も受付しています（1/1の
み休み）。

ダイレクト預金

ダイレクト預金デスク
●	商品内容、各種お手続きなど
	 	7	0120-890-694（9:00〜17:00　

 土日祝および12/31〜1/3休み）

●	資料請求
	 	7	0120-094-089（9:00〜18:00　

 1/1のみ休み）

●	預金金利情報ダイヤル
	 	7	0120-094-860

 （24時間自動音声応答）

eダイレクト金銭信託

金銭信託デスク
●	商品内容、各種お手続きなど
	 7	0120-104-094（9:00〜17:00

 土日祝および12/31〜1/3休み）

不動産投資ローン

住宅ローンプラザ
●	各種お問い合わせ
	 7	0120-094-256（9:00〜17:20

 土日祝および12/31〜1/3休み）

オリックス銀行
カードローン

カードデスク
●	商品内容
	 7	0120-890-693（9:00〜18:00

 土日祝および12/31〜1/3休み）

●	契約後のお問い合わせ全般
 7	0120-890-699（9:00〜18:00

 土日祝および12/31〜1/3休み）

会社概要	（2014年4月30日現在） お問い合わせ先

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://www.orixbank.co.jp/

（発行：2014年6月）

　オリックス銀行のウェブサイトでは、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。
　また、最新の金利情報や各種キャンペーン情報から、個
人情報の取り扱い（プライバシーポリシー）、セキュリティに
関する情報、決算情報まで、幅広くご覧いただけます。
　ぜひ、ご活用ください。

オリックス銀行ウェブサイト 

http://www.orixbank.co.jp/

ウェブサイトのご案内


