
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　2016年3月期中間期

相 思 相 愛

京都水族館のケープペンギン
（京都府京都市）



　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、2015年6月23日をもちまして、代表取締役社長

に就任いたしました浦田晴之でございます。

　オリックスグループの総合力を背景に、お客さまの多様な

ニーズにお応えする価値ある商品・サービスを創造し、より一

層魅力的な銀行を目指していきたいと考えております。

　ここに、当社の業績と事業内容などをコンパクトにまとめた

2016年3月期 中 間 期（2015年9月期）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、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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2016年3月期中間期（2015年9月期）の業績 安心してご利用いただける銀行を目指して

当期の日本経済は、足元では、個人消費が雇用・所得
環境の着実な改善を背景に底堅く推移するものの、設
備投資が新興国経済の減速の影響から弱含み、全体と
しては低調に推移しています。

金融面では、日本銀行による量的・質的金融緩和対
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。

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持続するも
とで、国内需要が増加基調をたどり、設備投資において
も、世界経済の先行き不透明感が残るものの、堅調な企
業収益に支えられて増加するなど、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、蓄
積したノウハウを生かした独自のビジネスモデルで、収
益の主軸である住宅ローンや、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。2015年8月末には、
個人向け預金残高および住宅ローン残高がともに1兆
円を突破いたしました。

その結果、経常収益213億円（前年同期比4.0％増）、
当期純利益45億円（同1.2％増）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
3,329億円（同3.4％増）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、店
舗をもたない銀行として、既存の銀行の枠にとらわれ
ない「しなやかな発想」をコンセプトに、お客さまのニー
ズにお応えしてまいりました。

預金やカードローン、金銭信託は、インターネットや
電話を中心に展開することで、インフラコストを可能な
限り抑えた利便性の高いサービスに特化しています。住
宅ローンや法人融資は、営業担当者がお客さまと直接
ご対面して、状況にあった最適なソリューションをご提
供しています。また、国内初となる通販型信託商品「か
んたん相続信託」の取り扱いを開始し、新たなサービス
にも積極的にチャレンジしています。

インターネットバンキングでのお取り引きでは、当社
のウェブサイトにて無料でウイルス対策ソフトを配付し、
お客さまに使いやすく、安心してご利用いただける環境
作りに注力しています。

以上の取り組みに加え、法令順守やリスク管理など、
内部統制の強化と健全な企業活動に、努めてまいります。

当社では、これからもオリックスグループの銀行とし
て、特定の分野に強みを持ったノウハウを生かすととも
に、お客さまの多様なニーズに“ほかにはない”商品・
サービスで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12月
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トピックス1
「かんたん相続信託」の取り扱いを開始

　2015年11月より、国内初の通販型遺言代用信託「かんたん相続信託」の取り扱いを開始しま
した。遺言書を作成することなく、ご契約や相続金のお受け取りなどを郵送と電話のみで完結さ
せることができる商品です。
　相続の準備をされるお客さまに、スムーズにわかりやすくお申し込みいただけます。詳しくは
かんたん相続信託デスクまでお気軽にご相談ください。

7 0120-094-313 （9:00〜17:00　土日祝および12/31〜1/3休み）
※ 資料請求は土日祝も受け付けています（1/1のみ休み）。
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トピックス2

個人向け預金残高および住宅ローン残高1兆円突破のお知らせ

　オリックス銀行は、個人向け預金残高および住宅ローン残高がともに1兆円を突破しました。

　1999年に発売を開始して通販型定期預金の先駆けとなった『ダイレクト預金』や高水準な金利
でインターネット取引専用の『ｅダイレクト預金』、賃貸を目的とした投資用不動産をご購入するた
めの『住宅ローン』は、当社のユニークな主力商品であり、多くのお客さまにご好評をいただいて
います。

個人向け預金・住宅ローンの残高推移

2010年3月末

個人向け預金

2011年3月末 2012年3月末

5,000

10,000
（単位：億円）

0
2013年3月末 2014年3月末 2015年3月末 2015年9月末

住宅ローン
1兆円
突破!

10,035

10,048
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「ｅダイレクト預金」の
スマートフォン対応を開始
　2015年6月より、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」において、お客さま
向けスマートフォンサイトの運営を開始しました。スマートフォンサイトでは、文字サイズや行間
隔を拡大し、お客さまにとって必要な情報を見つけ出しやすく、使いやすいデザインとしています。
スマートフォンでのご利用に最適化した操作性の高い画面にて、定期預金作成や各種照会、振り
込み手続きなどのサービスがご利用いただけます。
　「ｅダイレクト２週間定期預金」など、短期で満期を迎える定期預金の振り替えなども、場所を選
ばずスマートフォンで行うことができます。

スマートフォンからオリックス銀行
ウェブ サ イト（http://www.orixbank.
co.jp/sp/）にアクセスし、「ログイン」ボタ
ンをタップして、ログインしてください。

アクセス方法

お知らせ 1
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　皆さまからのご声援を、たくさんのご応募というかたちで
いただくことができました。
　キャンペーン賞品として、京セラドーム大阪の観戦チケット
や特別観覧室「ビスタルーム」のご利用チケット、各温泉旅館
の宿泊券、「すみだ水族館」「京都水族館」の入場券、「下関春
帆楼」のとらふぐ料理セットなど、オリックスグループが運営
するさまざまな魅力的な施設を紹介させていただきました。
　これからも、オリックス・バファローズへのますますのご声
援をよろしくお願いいたします。

「オリックス・バファローズ応援キャンペーン」を実施
（実施期間：2015年3月27日～2015年10月30日）

京セラドーム大阪 「下関春帆楼」のとらふぐ料理セット 杉乃井ホテル （大分県／別府温泉）

「すみだ水族館」「京都水族館」入場券 宇奈月 杉乃井ホテル （富山県／宇奈月温泉） ホテルミクラス （静岡県／熱海温泉）

©ORIX Buffaloes

お知らせ 2
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　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。

オリックス・バファローズの野球観戦招待は、障がいのある方とそのご家族の方々などを
毎年京セラドーム大阪にご招待する企画です。阪神淡路大震災の発生から20年の節目を迎
えた2015年のシーズンは、6月20日に、復興した神戸市にある「ほっともっとフィールド神
戸」で初めて開催し、神戸市内の特別支援学校と学級に通う障がい児とご家族500名以上を
ご招待しました。
「ほっともっとフィールド神戸」は、神戸市の皆さまと1995年に当時ブルーウェーブとして日本

一を決めた、オリックスグループにとって「思い出深い」場所であり、有意義な企画となりました。

2015年7月28日にオリックス劇場で開催した「夏休み“劇場コンサート”アキラさ
んの室内楽でございます♪」を皮切りに、同月29日～31日に京都水族館、8月1日、
2日にオリックス・バファローズ京セラドーム大阪での野球観戦と、計6日間で総勢
4,402名の障がいのある方とそのご家族を対象としたご招待企画を実施しました。

ご参加いただいた皆さまには、オリックス劇場、京都水族館、京セラドーム大阪
と、オリックスグループが関西で運営するさまざまな施設を存分に楽しんでいただ
きました。

2015年で19回目となる関西旅行へのご招待は、オリックスグループが社会貢献活動を
開始してから、毎年開催している企画です。

今年は、長崎県児童養護施設の児童と職員総勢54名をご招待し、2泊3日でオリックス・
バファローズの試合観戦や京都水族館観賞をはじめ、清水寺の観光など関西の魅力を感じ
ていただきました。

2016年20回目を迎える本企画は、これまで19回培ってきた経験を土台にさらに充実し
たものにし、オリックスグループや関西の魅力を招待者に伝えていきたいと考えています。

阪神淡路大震災20年目の節目に、初めて「ほっともっとフィールド神戸」で野球観戦招待を開催

夏休み特別ご招待企画を開催

第19回　長崎県児童養護施設の児童を関西旅行へご招待

©ORIX Buffaloes

オリックスグループの社会貢献活動
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収益の主軸である住宅ローン残高は残高1兆円を突破し、カードローン残高も増加したため、経

常収益は213億円（前年同期比4.0%増） と過去最高収益となりました。

貸出金の伸長にともない、資金粗利鞘が向上した結果、業務粗利益は144億円（前年同期比

18.1%増） となりました。

以上により、当期純利益は45億円（前年同期比1.2%増） となり、前年同期比で増加いたしました。

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）業務粗利益・当期純利益の推移
 業務粗利益　  当期純利益

2016年3月期中間期（2015年9月期）の業績はどうでしたか？Q1

A

ミニ・ディスクロージャー誌9



2014年9月期末 2015年3月期末 2015年9月期末

12,190
12,883

9,323

2,866
3,112 3,293

9,771 10,035

0

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000
1兆3,329億円

2014年9月期末 2015年3月期末 2015年9月期末

11,168
11,825

1,638

9,529

1,595
1,460

10,230
10,888

0

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000
1兆2,349億円

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）

預金と貸出金の状況はどうですか？Q2

A
預金の状況

法人預金・個人預金の残高はともに順調に伸長し、2015年9月期末残高は１兆3,329億円（前

期末比3.4%増） 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
住宅ローン残高が増加し、2015年9月期末残高は1兆2,349億円（前期末比4.4%増）となり

ました。
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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、 2015年9月期末残高は5,631億円（前

期末比2.9%増）となりました。

自己資本比率※ は2015年9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。

自己資本比率

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？Q3 Q4

A A

3,000

6,000

0
2014年9月期末 2015年3月期末 2015年9月期末

4,423

5,472
5,631億円

2015年9月期末 10.6%

 ※ 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。

信託財産残高の推移 （単位：億円）

Q&A 業績ハイライトについてお答えします
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不良債権比率（リスク管理債権比率※）は

2015年9月期末で0.43% 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。Q5 Q6

A A

1.00%

2.00%

3.00%

0.00%
2014年9月期末 2015年3月期末 2015年9月期末

当社

0.52% 0.45%

2.00%2.00%

全国銀行平均

0.43%

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。

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
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BBB

BB
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CCC

CC

AAA

AA
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A+
A‒

い
高

性
全
安
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不良債権比率の推移 長期格付け
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財務諸表

中間貸借対照表 （2015年9月30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 26,533 預金 1,136,671
コールローン 20,000 譲渡性預金 196,280
買入金銭債権 55,752 コールマネー 38,500
有価証券 314,750 借用金 136,100
貸出金 1,234,956 信託勘定借 4,258
その他資産 3,546 その他負債 9,513
有形固定資産 4,638 賞与引当金 306
無形固定資産 3,256 退職給付引当金 44
繰延税金資産 791 役員退職慰労引当金 0
支払承諾見返 9,516 支払承諾 9,516
貸倒引当金 △3,551 負債の部合計 1,531,190

純資産の部
資本金 45,000
資本剰余金 17,803
利益剰余金 74,390
株主資本合計 137,194
その他有価証券評価差額金 1,805
評価・換算差額等合計 1,805
純資産の部合計 139,000

資産の部合計 1,670,190 負債及び純資産の部合計 1,670,190

信託財産残高表（監査対象外） （2015年9月30日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

貸出金 59,868 指定金銭信託 59,177
有価証券 56,300 特定金銭信託 5,464
信託受益権 95,321 金銭信託以外の金銭の信託 62,306
受託有価証券 1,921 有価証券の信託 1,921
金銭債権 207,800 金銭債権の信託 2,041
有形固定資産 119,419 包括信託 432,261
その他債権 21
銀行勘定貸 4,258
現金預け金 18,259
資産合計 563,173 負債合計 563,173

注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

中間損益計算書 （2015年4月1日〜2015年9月30日） （単位：百万円）

科 目 金 額

経常収益 21,327

信託報酬 219

資金運用収益 18,336

役務取引等収益 1,069

その他業務収益 621

その他経常収益 1,080

経常費用 14,537

資金調達費用 1,901

役務取引等費用 3,895

営業経費 8,578

その他経常費用 162

経常利益 6,790

特別損失 15

税引前中間純利益 6,774

法人税、住民税及び事業税 2,285

法人税等調整額 △26

法人税等合計 2,258

中間（当期）純利益 4,516
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お問い合わせ先財務諸表
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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）

かんたん相続信託

かんたん相続信託デスク
● 商品内容、各種お手続きなど
  7 0120-094-313  （9:00〜17:00　土日祝および12/31〜1/3休み）
※ 資料請求は土日祝も受け付けています（1/1のみ休み）。

不動産投資ローン・不動産担保ローン
（住宅ローン）

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）



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 浦田 晴之

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 560名

会社概要 （2015年9月30日現在）

7  0120-008-884

（発行：2015年12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


