
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　2015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、

2015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。
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当期の日本経済は、前半において消費税率引き上げ
に伴う駆け込み需要の反動の影響が見られましたが、
雇用・所得環境の着実な改善を背景に、全体としては
底堅く推移しています。また設備投資も企業収益が改
善する中、緩やかな増加基調にあります。

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、新興国・資源国経済の動向や欧州債務
問題の今後の展開などリスク要因はあるものの、米国
をはじめとする先進国を中心に緩やかな回復基調にあ
ります。

今後の日本経済は、家計・企業の両部門において、
所得から支出への前向きな循環メカニズムがしっかり
と作用する中で、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・サービスのご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400億円（前期比16.6％増加）、

当期純利益74億円（同14.2％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
1兆2,883億円（前期末比6.7％増加）となりました。

当社は、1998年のオリックスグループ入り以来、総
合的な銀行サービスではなく、特定の分野において強
みを発揮することでお客さまのニーズにお応えしてま
いりました。店舗をもたないため、預金やカードロー
ン、金銭信託ではインターネットや電話を利用した「非
対面取引」を中心とし、不動産投資ローンや法人融資、
信託業務では営業担当者による「対面取引」で最適な
ソリューションをご提供しています。

近年、インターネット上での金融犯罪が増加傾向に
あることを踏まえ、インターネットバンキングサービス
をより安全にご利用いただけるように、ウイルス対策
ソフトの無料配布を行っています。引き続き、お客さま
に安心してお取り引きいただける環境の整備に注力し
てまいります。

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。引き続きご愛顧のほど、よろし
くお願いいたします。

2015年6月

ごあいさつ

2015年3月期の業績

安心してご利用いただける銀行を目指して
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オリックス銀行では、オリックス・バファローズを応

援するため、毎月プレゼントが当たるキャンペーンを

実施しています。

オリックス・ブルーウェーブ（当時）は、阪神・淡路

大震災が発生した1995年シーズンに、「がんばろう

KOBE」をスローガンにリーグ優勝を成し遂げ、翌シー

ズンには日本一を果たしました。大震災から20年が経

過した今年、再びファンの皆さまとひとつになってリー

グ優勝、日本一を目指したいと考えています。

http://www.orixbank.co.jp/pr/campaign2015/
キャンペーンの詳細およびご応募はこちら

Chance 1 毎月抽選で、バファローズの公式戦月間勝利試
合数と同じ人数の皆さまに、

「JCBギフトカード1万円分」をプレゼント！
4月以降9月末まで

Chance 2 10月まで毎月！ 抽選で豪華賞品をプレゼント!!
※賞品や当選人数は毎月変わります。
　ぜひキャンペーンサイトをご確認ください！

4月以降
キャンペーン終了まで

シーズン中

パ制覇賞 オリックス・バファローズがリーグ優勝した場合、
チーム年間本塁打数（公式戦）×1万円を1名さま
にプレゼント！！

【ご参考】昨シーズンのチーム本塁打：110本

応援感謝賞 抽選で200名さまにオリックス銀行オリジナル
グッズをプレゼント！

シーズン終了後

賞 品

賞 品

トピックス

1度の応募でチャンスは最後まで！
抽選で素敵なプレゼントが当たります！

当社とお取り引きがない方もご応募いただけます。

「オリックス・バファローズ大応援キャンペーン」実施のお知らせ
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「オリックス銀行カードローン」は2012

年3月の発売から3年を迎えました。

2015年3月より、カードローンの新し

いバージョンのテレビＣＭを、全国で放

映しています。

新テレビＣＭは「頼られる人」をテーマ

に、カッコイイ魅力的な女性上司を篠原

涼子さんに演じていただきました。

テレビＣＭやメイキング動画は当社ウェ

ブサイトに掲載しています。ぜひご覧下さ

い。
http://www.orixbank.co.jp/cm/

篠原涼子さん出演のテレビCMをご紹介します。

トピックス

篠原涼子さんを起用した新テレビCMを放映開始
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http://www.orixbank.co.jp/security/saatnetizen.html

オリックス銀行では、お客さまに安心
して当社のサービスをご利用いただけ
るよう、さまざまなセキュリティ対策を
実施しています。

■「SaAT Netizen」は、お客さまのパソコンにインストールすること
によってご利用いただけます。ご利用方法、お問い合わせ先など、
詳しい説明についてはウェブサイトをご覧ください。

※「SaAT Netizen」は、パソコン専用ソフトです。モバイル（スマートフォン/携帯電話）ではご利用いただけません。

http://www.orixbank.co.jp/security/measures.html

当社では、より安全にイン

ターネットバンキングをご利

用いただくため、ネットムーブ

社のウイルス対策ソフトウェア

「SaAT Netizen」を無料でご

提供しています。インターネッ

トバンキングをご利用のお客

さまは「SaAT Netizen」のご

利用をお勧めします。

お知らせ❶

オリックス銀行のセキュリティ対策
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お知らせ❶

　オリックス銀行のウェブサイトでは、横行する代表的
な金融犯罪の傾向と対策をまとめたページを設けていま
す。ケースごとに、犯罪の手口や対処法などを解説してい
ますので、ご確認いただき、なりすましなどの金融犯罪
被害の防止にお役立てください。

　併せて、「安全に取り引きいただくためのお願い」をご
案内しています。ご一読ください。

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

http://www.orixbank.co.jp/security/safety.html

金融犯罪にご注意ください

安全にお取り引きいただくために（抜粋）

■ 心当たりのないメールなどは、不用意に開かないようご
注意ください

■ ウイルス対策ソフトなど、ご利用のパソコンのセキュリ
ティ対策をご確認ください

■ パスワードなどの情報をパソコン内部に保存することは
避けてください

■パスワードは、定期的に更新してください
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お知らせ❷

　2014年12月より、インターネット取引
専用の「ｅダイレクト2週間定期預金」の取
り扱いを開始しました。

 「ｅダイレクト２週間定期預金」は、資
金の運用先を検討している間や、普通預金
より少しでも高い利回りで運用したいなど
の短期運用ニーズにお応えする商品です。

　最低預入金額は50万円で、これまでの
当社の定期預金より少額からお預け入れ
いただけます。

　2015年2月、独立行政法人日本スポー
ツ振興センターのスポーツ振興基金に
1,000万円の寄付をいたしました。
　本取組は、2014年10月から12月に実
施した『オリックス・バファローズの応援
感謝キャンペーン』において、ｅダイレクト

定期預金を作成いただいたお客さまの人
数に応じた金額を当社の負担にて行った
ものです。
　今後も、お客さまのニーズにお応えする
商品・サービスのご提供に努め、事業活
動を通じて社会に貢献してまいります。

「 eダイレクト２週間定期預金」の取り扱いを開始

スポーツ振興基金へ寄付を実施

2週間定期預金2週間定期預金

ミニ・ディスクロージャー誌7



福祉車両の寄贈は2006年度より実施しており、2014年度は、福島県、岡山県、
福岡県、大分県の社会福祉施設に合計4台を寄贈しました。これまでに寄贈した
福祉車両は累計73台となり、利用者の方たちの移動手段の一つとして、通院や買
い物などに役立てていただいています。今後は、公益財団法人の認定を受けて10
年目を迎える2020年までに、全国の各都道府県に福祉車両を累計100台お届け
できるよう、活動を続けてまいります。

2014年11月24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
や特別支援学校在校生、ご家族、施設職員など合計621名をご招待しました。座
席での応援だけでなく、試合の臨場感が残る球場のグラウンドにて、選手と身近
にふれあうイベントを楽しんでいただきました。

北海道・福岡県では、児童養護施設児童と施設職員50名を植樹体験にご招待
しました。また、沖縄県では子どもたち69名を沖縄サンゴ礁再生プロジェクト児
童体験プログラムにご招待しました。各企画を通して、参加者とオリックス
グループの社員ボランティアが一緒になって活動し、それぞれの地域の特
色や魅力を肌で感じながら、自然環境や環境保全への理解を深めました。
今後も、さまざまな地域での開催を継続していきます。

オリックスグループの社会貢献活動

　オリックスグループでは、事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でも貢献できることがあるという考えから、2006年4月
に「オリックス社会貢献基金」を設立し、支援活動をスタートしました。2010年12月1日に内閣総
理大臣から公益認定を受けて公益財団法人に移行、2014年6月25日に「公益財団法人オリックス
宮内財団」へ名称変更しました。
　今後も支援活動を継続的に行い、真に「豊かな社会」の実現に寄与していきたいと考えています。

福島県、岡山県、福岡県、大分県の社会福祉施設4ヵ所に福祉車両を寄贈

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）

環境保全を目的とした地域密着企画を開催
©ORIX Buffaloes
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経常収益は、貸出金の伸長による資金運用収益の

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、400億円（前期比57億円増加）とな

りました。

一方、経常費用はカードローン事業の強化に伴う

広告宣伝費を中心とした営業経費の増加などにより、

281億円（同44億円増加）となりました。

以上により、経常利益は118億円（同12億円増加）、

当期純利益は74億円（同9億円増加）となりました。

Q&A 業績ハイライトについてお答えします

（単位：億円）経常収益（売上高）の推移 （単位：億円）当期純利益の推移

2015年3月期の業績はどうでしたか？

A
Q1
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預金と貸出金の状況はどうですか？

2013年3月期末 2014年3月期末 2015年3月期末
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8,309

2,486
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0
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12,000

14,000 1兆2,883億円

2013年3月期末 2014年3月期末 2015年3月期末
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1,595

8,949
10,230

1兆1,825億円
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預金の状況

個人向けのインターネット取引専用預金「ｅダイ

レクト預金」を中心に残高は堅調に増加し、期末残

高は1兆2,883億円（前期末比810億円増加）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

不動産投資ローン残高が順調に増加し、期末残

高は1兆1,825億円（前期末比1,172億円増加）　

となりました。

Q&A 業績ハイライトについてお答えします

（単位：億円）貸出金残高の推移
 個人向け　  法人向け

（単位：億円）預金残高の推移
 個人向け　  法人向け（譲渡性預金含む）

A
Q2
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Q&A 業績ハイライトについてお答えします

2013年5月に販売を開始した個人向け金銭信託

（eダイレクト金銭信託）の順調な販売もあり、期末

残高は5,472億円（前期末比1,064億円増加）とな

りました。

4,000

8,000

0
2013年3月期末 2014年3月期末 2015年3月期末

6,888

4,407

5,472億円

（単位：億円）信託財産残高の推移

信託業務の状況はどうですか？

A
自己資本比率※ は2015年3月期末で10.6%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。

A

財務の健全性はどうですか？Q4

2015年3月期末

 ※ 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19号に定められた算式により算出しています。

自己資本比率

10.6%

Q3
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不良債権比率（リスク管理債権比率※）は2015

年3月期末で0.45%となり、引き続き低水準で推

移しています。

A

不良債権の状況はどうですか？Q5

（単位：億円）不良債権比率の推移
●全国銀行平均　●当社

※ 「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。

1.00%

2.00%

3.00%

0.00%
2013年3月期末 2014年3月期末 2015年3月期末

0.97%
0.63%

2.00%

2.43%

0.45%

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。

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。

A

格付けを教えてください。Q6

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）

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

CC

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

CC

A+
A‒

い
高

性
全
安

い
低
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貸借対照表 （2015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 29,308 預金 1,113,537
コールローン 21,000 譲渡性預金 174,820
買入金銭債権 48,190 借用金 145,500
有価証券 299,690 信託勘定借 2,194
貸出金 1,182,592 その他負債 11,686
その他資産 3,571 賞与引当金 324
有形固定資産 4,691 退職給付引当金 25
無形固定資産 3,498 役員退職慰労引当金 0
繰延税金資産 402 支払承諾 8,217
支払承諾見返 8,217 負債の部合計 1,462,307
貸倒引当金 △ 3,614 純資産の部

資本金 45,000
資本剰余金 17,803
利益剰余金 69,874
株主資本合計 132,677

その他有価証券評価差額金 2,563
評価・換算差額等合計 2,563
純資産の部合計 135,241

資産の部合計 1,597,548 負債及び純資産の部合計 1,597,548

信託財産残高表（監査対象外） （2015年3月31日現在）（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

貸出金 45,808 指定金銭信託 42,885
有価証券 50,377 特定金銭信託 5,967
信託受益権 108,589 金銭信託以外の金銭の信託 60,784
受託有価証券 2,847 有価証券の信託 2,847
金銭債権 176,038 金銭債権の信託 2,157
有形固定資産 139,029 包括信託 432,592
その他債権 11
銀行勘定貸 2,194
現金預け金 22,334
資産合計 547,233 負債合計 547,233

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 （2014年4月1日〜2015年3月31日） （単位：百万円）

科 目 金 額

経常収益 40,049

信託報酬 452

資金運用収益 33,382

役務取引等収益 1,834

その他業務収益 480

その他経常収益 3,900

経常費用 28,159

資金調達費用 4,372

役務取引等費用 6,262

その他業務費用 16

営業経費 16,982

その他経常費用 525

経常利益 11,889

特別損失 0

税引前当期純利益 11,889

法人税、住民税及び事業税 3,278

法人税等調整額 1,168

法人税等合計 4,446

当期純利益 7,443

財務諸表
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財務諸表 お問い合わせ先

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け付けてい

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）
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表紙写真

京都水族館（京都府京都市）のいきものたち
ハンドウイルカ、ケープペンギン

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 568名

会社概要 （2015年4月30日現在）

TEL：03-6722-3600

（発行：2015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

代表取締役人事のお知らせ
6月開催予定の定時株主総会および取締役会での決議を経て、代表取締役会長に
潮 明夫、代表取締役社長に浦田 晴之が就任する予定です。


