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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。

思 愛相 相
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ごあいさつ

思 愛相 相

　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。
　また、この度の熊本地震にて被災された皆さま
に、心よりお見舞い申し上げます。被災地の皆さま
のご健康および被災地の一日も早い復興を祈念し
ております。

オリックス銀行株式会社
代表取締役社長 浦田 晴之
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2016年3月期の業績 「ほかにはない」サービスのご提供

日本経済は、足元では年明け以降の金融市
場の混乱により景況感が悪化しています。個人
消費も足踏みが見られるなど弱含みの状況で
あり、今後においても慎重な見方が必要です。

金融面では、日本銀行が2月にマイナス金
利を導入するなど、物価目標の実現に向けた
強い姿勢を示しており、引き続き緩和的な状
況が続く見込みです。

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。これらにより、2015年8月
末には、住宅ローンおよび個人向け預金残高
がともに1兆円を突破し、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426億円（前期比6.3％
増）、当期純利益86億円（同16.3％増）の業
績を収めることができ、当期純利益において
は、7期連続の増益および3期連続の最高益と
なりました。なお、譲渡性預金を含む預金残
高も順調に伸長し、1兆3,976億円（前期末
比8.4％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、既存の銀行の枠にとらわれない、無店舗
型の金融サービスの先駆けとして、お客さまの
ニーズにお応えしてまいりました。預金、カー
ドローンおよび金銭信託などは、インターネッ
トや電話を中心にサービスを展開し、住宅ロー
ンや法人融資は、お客さまに直接対面しお話を
伺うことにより、それぞれ最適なソリューション
をご提供しています。

また、それぞれの商品においても、特徴ある
サービスを展開しています。定期預金において
は、最短2週間から最長5年ものまで、お客さ
まの運用期間に合わせて、魅力的な金利をご
提供しています。住宅ローンは、お客さまの不
動産投資ニーズに合わせた柔軟な対応力と長
年培ってきたネットワークやノウハウを生かし
た提案力により、多くのお客さまにご利用いた
だいています。カードローンは、2012年の発
売以来、残高は伸長し、引き続きお客さまのラ
イフスタイルに沿ったサービスのご提供に注力
しています。

当社では、これからもオリックスグループの
一員として、特定の分野に絞った独自のサービ
スに磨きをかけ、高い収益性と資産バランスの
とれた健全な経営に努めてまいります。「ほか
にはないアンサー」により、金融サービスを通
じて、新しい価値を創造してまいりますので、
引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げ
ます。

2016年6月
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　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、お客さまからお預かりしたご資金を、お客さまに相続が発生した際に、あらかじめご指定
いただいた受取人の方に一括でお渡しする商品です。

オリックス銀行

ご生前 ご本人がお亡くなりになった後

ご本人さま
（申込人）

配偶者さま
（受取人）

葬儀費用や入院費用などいろいろ
入り用だったけど、スムーズにお金を

引き出せて助かったわ。

ご
本
人
が

亡
く
な
ら
れ
た
後

1 信託契約の
締結

3 信託財産の管理・運用

年 1回、収益金を
お支払いいたします。

4 一括受取

2 金銭を信託

自分に万一のことがあったあと、妻には
すぐに使える資金を用意してあげたい。

▪「かんたん相続信託」の仕組み

「かんたん相続信託」とは？

ピックアップ
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例えば、どんな時に役立つの？Q

例えば、ご主人さまがお亡くなりになられ、銀行の口座
が入出金停止になった場合に、奥さまやご家族であって

A

「遺言代用信託」とは、何でしょうか？Q
遺言の作成助言から保管・執行を行う「遺言信託」とは
異なり、相続が発生した場合に被相続人が指定した受
取人（相続人）に対してお預かりした資金を受け渡すこ
とを目的とした信託商品です。

A

オリックス銀行の口座でなければ、受け取れませんか？Q
当社の預金口座がなくても、お受け取り可能です。ゆう
ちょ銀行を除く金融機関の預金口座をご指定いただけま
す。もちろん当社の口座でもお受け取り可能です。

A

亡くなった方の預金は、
ご家族でもすぐには引き出せません。

も、すぐにお金が引き出せません。急な資金のご入用の
際に、かんたんな手続きでスムーズにお預りした資金を
受取人として指定された方がお受け取りいただけます。
これにより、残されたご家族のご負担が、軽減されるこ
とが考えられます。

※入出金停止：銀行は、預金者の死亡を確認すると、亡くなった方の預金口座について入出金停止の設定をします。

入出金停止解除までの
手続きが面倒！！

スムーズに
受け取れたわ

故人の出生から死亡までの戸籍謄本・住民票
相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明・住民票
遺産分割協議書
所有者登録のある財産書類等

受取人の印鑑・身分証明書
「かんたん相続信託」証書、死亡診断書等

の場合

普通預金
の場合

オリックス銀行

入出金停止※

その心配
解消します！

銀 行

相
　続
　発
　生

相
　続
　発
　生

Ｑ＆Ａ ご存知ですか？
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管理報酬は無料です。1

元本保証です。2

ご資金は他の金融機関でもお受け取り可能です。3

遺言書を作成することなく、ご資金の受取人を決定できます。4
中途解約できる商品なので安心です。

（ただし全部解約のみとなります）
5

◦お申し込みいただけるお客さま、および受
取人（相続人となることが予定される方から
ご指名いただきます）は、日本国籍を有し、国
内に住所を有する20歳以上で、代理人を必
要とされない方となります。◦他の相続人の
遺留分を侵害している場合には、受取人への
お支払いができないことがあります。相続人
の方の遺留分等を考慮いただき金額を決定
ください。◦管理報酬はかかりません。運用
報酬として、運用収益からお客さまへの収益
金および信託事務の処理に必要な費用を差
し引いた金額を当社は受領します。◦この商
品は金銭信託であり、預金とは異なります。
予定配当率はこれを保証するものではなく、
当社は利益の補足を行いません。詳しくは、
商品説明書および約款をご確認ください。

お申込金額
100万円以上3,000万円以下（100万円単位）
※  ただし、お客さまがご保有の金融資産の1/3までの金額とさせていただき

ます。

信託期間 信託契約日から信託終了日（相続の発生等）まで

信託報酬
信託設定時、管理期間中のいずれの場合においても、管理報酬はい
ただきません。ただし、信託金を運用した収益から、信託元本と予定
配当率に基づき計算してお支払いする収益金額総額等を差し引い
た金額を運用報酬として収受しています。

信託財産の
受取人のご指定

日本国内に住所を有し、信託契約日において満20歳以上の方をご指
定ください。ただし、後見人等代理人を必要とする方を除きます。

中途解約に
ついて

信託終了日前に信託契約を中途解約することができます。
（一部解約不可）
ただし、お支払いできない期間がありますので、詳しくは商品説明書
をご確認ください。中途解約手数料はかかりません。

▪商品について ▪注意事項

ピックアップ
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詳細は、ウェブサイトをご覧ください。

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

金利は、
業界最低水準の

年利3.0％～
17.8％

ご利用限度額は
最高800万円

業界最低水準の
月々7,000円

からのご返済
※借入残高30万円以下の場合

お知らせ

2012年
9月末

2013年
3月末

2013年
9月末

2014年
3月末

2014年
9月末

2015年
3月末

2015年
9月末

2016年
3月末

2016年
5月

1,000億円
突破

500

1,000

（単位：億円）

0

２０１６年5月31日現在

　「オリックス銀行カードローン」の残
高が、1,000億円を突破しましたので、
お知らせいたします。
　2012年3月 に 発 売 を 開 始 し た 

「オリックス銀行カードローン」は、お客
さまの生活をサポートする重要な資金
ニーズに応えてまいりました。発売か
ら、4年3カ月で融資残高1,000億円突
破となりました。これからも「オリックス
銀行カードローン」は、お客さまに選ん
でいただけるよう、商品サービスに磨
きをかけてまいります。

「オリックス銀行カードローン」 残高1,000億円突破 
オリックス銀行カードローンの残高推移
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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。

　2015年10月1日の都民の日に、すみだ水族館を午

前中貸し切り、首都圏にお住まいの特別支援学校在校

生とご家族などをご招待しました。2016年3月29日に

は、新日本フィルハーモニー交響楽団の演奏と、宮川彬

良氏の指揮・ピアノによるフルオーケストラコンサート

を開催しました。春休み中ということもあり、多くの招

待者が参加しました。コンサートでは、オーケストラと

ダンスのコラボレーションも行われ、音だけでなく躍動

感も体験していただける機会となりました。どちらの招

待企画も、多くの方々に楽しんでいただきました。

大型企画
～すみだ水族館・
　春休みコンサートにご招待～

オリックスグループの社会貢献活動
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　環境保全や青少年育成支援を目的に、社会的ハン

ディキャップのあるお子さまを対象に北海道・神奈川

県・兵庫県・高知県・沖縄県の5カ所で環境保全活動を

行いました。今年度は、兵庫県にあるオリックスグルー

プの農業施設を活用した「養父レタス農業体験」を初め

て開催しました。今後は、オリックスグループが農業事

業を展開している長野県や和歌山県などでも、実施を

予定しています。

　全国各地域の方々とのふれあいや日本ならではの

豊かな自然の魅力を伝えられる活動を今後も続けてい

きます。

地域に密着した環境保全活動を開催

社会福祉施設5カ所に
福祉車両を寄贈
　2006年度より毎年実施している福祉車両の寄贈

は、今年で10年目を迎えました。

　2015年度は茨城県・栃木県・新潟県・富山県・滋賀県

にある福祉施設に計5台を寄贈しました。過去10年間

で寄贈した台数は合計78台となり、施設の方々に外出

時の送迎などにお役立ていただいています。

　引き続き、全国の福祉施設に寄贈を行う予定です。
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経常収益（売上高）の推移 業務粗利益・当期純利益の推移

　主力の住宅ローンに加えカードローン残高も伸長し、経常利益は426億円（前期比6.3％増）と最高益を更
新しました。資金調達コストの低下により、資金運用収益が増加したため、業務粗利益は291億円（前期比
14.3％増）となりました。
　以上により、当期純利益は86億円（前期比16.3％増）と7期連続増益および3期連続最高益を更新しました。

A
Q1 2016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

（単位：億円） （単位：億円）
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2016年3月期末2014年3月期末 2015年3月期末
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4,000

12,000
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0

12,883
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9,018
9,771

3,587
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■法人向け（譲渡性預金含む）■個人向け

2016年3月期末2014年3月期末 2015年3月期末

8,000

6,000

4,000

12,000

10,000

14,000

0

11,825

13,113

1,59510,653

1,704

8,949
10,230

1,609

11,503

■法人向け■個人向け

預金残高の推移 貸出金残高の推移

A
Q2 預金と貸出金の状況はどうですか？

　法人預金・個人預金の残高はともに順調に伸長し、2016年3月期末残高は1兆3,976億円（前期末比8.4％
増）となりました。

（注）預金残高には譲渡性預金を含みます。

預金の状況

　住宅ローン残高が増加し、2016年3月期末残高は1兆3,113億円（前期末比10.8%増）となりました。

貸出金の状況

（単位：億円） （単位：億円）
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信託財産残高の推移 自己資本比率

5,192

4,407

5,472

2016年3月期末2014年3月期末 2015年3月期末

3,000

6,000

0

2016年3月期末 10.3%

　個人向け金銭信託「eダイレクト金銭信
託」は前期に続き順調な販売だったもの
の、金銭債権の信託の償還もあったことか
ら、2016年3月期末の信託財産残高は
5,192億円（前期末比5.1%減）となりま
した。

　自己資本比率※ は2016年3月期末で
10.3%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。
※  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。

信託業務の状況は
どうですか？

財務の健全性は
どうですか？

（単位：億円）

A
Q3

A
Q4

Q&A 業績ハイライトについてお答えします
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不良債権比率の推移 長期格付け

2.00% 2.00%

0.63%
0.45%

0.31%

■当社■全国銀行平均

2016年3月期末2014年3月期末 2015年3月期末

2.00％

1.00％

3.00％

0.00％

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

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。

　不良債権比率（リスク管理債権比率※）
は2016年3月期末で0.31%となり、引き
続き低水準で推移しています。
※「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額の比率です。

　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。

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
Q5

A
Q6
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貸借対照表 （2016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 30,151 預金 1,179,526
コールローン 20,000 譲渡性預金 218,170
買入金銭債権 51,510 コールマネー 42,500
有価証券 319,109 借用金 136,100
貸出金 1,311,358 信託勘定借 7,468
その他資産 3,777 その他負債 11,547
有形固定資産 4,604 賞与引当金 357
無形固定資産 3,023 退職給付引当金 61
繰延税金資産 202 役員退職慰労引当金 0
支払承諾見返 11,992 利用促進引当金 167
貸倒引当金 △3,344 支払承諾 11,992

負債の部合計 1,607,892
純資産の部
資本金 45,000
資本剰余金 17,803
利益剰余金 78,531
株主資本合計 141,334
その他有価証券評価差額金 3,157
評価・換算差額等合計 3,157
純資産の部合計 144,492

資産の部合計 1,752,385 負債及び純資産の部合計 1,752,385

信託財産残高表（監査対象外） （2016年3月31日現在） （単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

貸出金 68,000 指定金銭信託 69,569
有価証券 59,780 特定金銭信託 6,554
信託受益権 91,143 金銭信託以外の金銭の信託 61,940
受託有価証券 1,921 有価証券の信託 1,921
金銭債権 162,912 金銭債権の信託 2,041
有形固定資産 110,499 包括信託 377,260
その他債権 0
銀行勘定貸 7,468
現金預け金 17,560
資産合計 519,287 負債合計 519,287

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 （2015年4月1日〜2016年3月31日） （単位：百万円）
科 目 金 額

経常収益 42,612

信託報酬 446

資金運用収益 37,936

役務取引等収益 2,263

その他業務収益 656

その他経常収益 1,309

経常費用 29,486

資金調達費用 3,813

役務取引等費用 8,322

その他業務費用 0

営業経費 17,045

その他経常費用 304

経常利益 13,126

特別損失 15

税引前当期純利益 13,110

法人税、住民税及び事業税 4,422

法人税等調整額 31

法人税等合計 4,453

当期純利益 8,656

財務諸表

ミニ・ディスクロージャー誌13



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
  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
  0120-890-694  （9:00〜17:00　土日祝および12/31〜1/3休み）

● 資料請求
  0120-094-089  （9:00〜18:00　1/1のみ休み）

● 預金金利情報ダイヤル
  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
  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
  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
  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
  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
  0120-890-699  （9:00〜18:00　土日祝および12/31〜1/3休み）

お問い合わせ先

ミニ・ディスクロージャー誌 14



ウェブサイトのご案内

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 567名

会社概要 （2016年4月30日現在）

 0120-008-884
（発行：2016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。

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

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

オリックス銀行ウェブサイト

スマートフォンサイト 表紙写真
京都水族館（京都府京都市）ミナミアメリカ
オットセイ


