
ミニ・ディスクロージャー誌　2017年3月期

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。

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。

　ここに、お客さまにお伝えしたい想いと業績などをコンパクトに

まとめた2017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。

新 し い 未 来 を 、 お 客 さ ま と 共 に
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ごあいさつ

オリックス銀行株式会社
代表取締役社長

浦田 晴之

相思相愛
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　数多くの銀行が存在する中で、オリックス銀行を選ん
でいただいたお客さま。当社には、お客さまの期待を超
え続けていく責任があると考えております。お客さまの
人生のさまざまな場面で、「私には、オリックス銀行があ
る。」そう思っていただけるような商品やサービスをご
提供できる銀行を目指してまいります。
　お客さまとの大切なコミュニケーションの場所である、
ウェブサイトを2017年4月にリニューアルいたしました。
使いやすくてわかりやすいことをコンセプトに、お客さ
まの目的の情報に早く辿り着けるように一新いたしまし
た。そして、私たちが大切にしている想いをお伝えする
ために、「3つの約束」というページを作成いたしました。
　オリックス銀行やオリックスグループのさまざまなサー
ビスをとおして、お客さまの暮らしやライフステージの
変化に合わせたサービスの提供を目指し、お客さまと共
に未来を色鮮やかに描くパートナーになりたいと考えて
おります。

3つの約束

　これからも私たちは、オリックスグループの銀行とし
て、独自のビジネスモデルを追求し、日々努力してまい
ります。引き続きご愛顧のほど、よろしくお願い申し上
げます。

2017年6月

「私には、オリックス銀行がある。」
そう思っていただける銀行を目指して。

新 し い 未 来 を 、 お 客 さ ま と 共 に

オリックス銀行株式会社
代表取締役社長

「シンプル」であること。Simple
使いやすくて、わかりやすい、本当に必要なものを思いっき
り提供したい。新鮮な心地良さを感じていただくことが、私
たちの在り方です。

「オープン」であること。Open
たえず新しい人やものとの出会いを大切にする。自由な発
想でお客さまの期待に応えることが、私たちの姿勢です。

「オリックス」であること。ORIX
日常のさまざまな場面に、「ほかにはないアンサーを。」 
お客さまの暮らしに「活力」を生み出すことが、私たちの使命
です。
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オリックス銀行は、2017年4月24日に、公式ウェブサイトのリニューアルを行いました。
お客さまにとって使いやすくてわかりやすいウェブサイトを目指し、デザインや構成を刷新しました。

ウェブサイトリニューアルのご案内

リニューアルのポイント

「預金、eダイレクト金銭信託」「カードローンメン
バーズナビ」のログインボタンと、「eダイレクト預金
口座開設」「カードローンお申し込み」の新規のお申し
込みボタンをお客さまが見つけやすい位置に配置し
ました。

Point ログインボタン・お申し込みボタン1

「商品・サービスラインアップ」には、金利や商品の
アイコンを配置し、ご利用頻度の高い情報を大きく表
示しました。

Point 商品・サービスラインアップ2
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オリックス銀行は、2017年4月24日に、公式ウェブサイトのリニューアルを行いました。
お客さまにとって使いやすくてわかりやすいウェブサイトを目指し、デザインや構成を刷新しました。

ウェブサイトリニューアルのご案内

オリックス銀行ウェブサイト
http://www.orixbank.co.jp/

「オリックスグループ情報」では、オリックスグループ
の旬なイベントやキャンペーンなどの各種情報をお伝え
します。

機能面では、「マルチデバイス対応」を採用し、スマー
トフォンなどの各種電子端末に合わせてウェブサイトの
幅や文字サイズや行間を変更し、表示画面の最適化を図
りました。

Point

Point

オリックスグループ情報

マルチデバイス対応

3

4

※掲載画像は2017年5月11日時点の情報です。
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ウェブサイトリニューアルのご案内

オリックス銀行ウェブサイト
http://www.orixbank.co.jp/

商品ごとのご活用方法やご利用実績などを紹介するエリアを新設
しました。お客さまにより具体的にサービスをイメージしていただけ
るよう、ご提案しています。

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。

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、ご活用下さい。

Point 商品メリットのご紹介5

※掲載画像は2017年5月11日時点の情報です。
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住宅ローンを中心に順調に貸出金残高を伸ばし、資金運用収益が増加したことにより、経常収益は

492億円（前期比15.5％増）、業務粗利益は341億円（同17.1％増）、当期純利益は124億円（同

44.0%増）といずれも最高額となりました。

当期純利益は、初めて100億円を突破し、4期連続で最高益更新となりました。

Q&A 業績ハイライトについてお答えしますウェブサイトリニューアルのご案内

（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

2017年3月期の業績はどうでしたか？

A

Q
1
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預金の状況
個人のお客さまや法人のお客さまからの定期預金の預入が順調に増加したことにより、預金残

高は1兆6,129億円（前期末比15.3％増）となりました。

貸出金の状況
主軸の不動産投資ローンを中心に貸出金残高を順調に伸ばし、1兆5,397億円（前期末比

17.4％増）となりました。

（単位：億円）預金残高の推移 （単位：億円）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

A
Q

2 預金と貸出金の状況はどうですか？

2015年3月期末 2016年3月期末 2017年3月期末
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2015年3月期末 2016年3月期末 2017年3月期末
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Q&A 業績ハイライトについてお答えします
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個人のお客さま向けの金銭信託「eダイ

レクト金銭信託」などは順調な販売だったも

のの、金銭債権の信託の償還もあり、信託

財産残高は5,146億円（前期末比0.8％減）

となりました。

自己資本比率※は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。

A A

Q
3

Q
4 財務の健全性はどうですか？

2017年3月期末 10.6%
自己資本比率

信託業務の状況はどうですか？Q
5 格付けを教えてください。

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
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長期格付け

Q&A 業績ハイライトについてお答えします

（単位：億円）信託財産残高の推移

3,000

6,000

0
2015年3月期末 2016年3月期末 2017年3月期末

5,472 5,192
5,146億円

信託業務の状況はどうですか？
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財務諸表

貸借対照表 （2017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 43,747 預金 1,322,079
買入金銭債権 27,163 譲渡性預金 290,830
有価証券 253,214 コールマネー 28,000
貸出金 1,539,700 借用金 60,000
その他資産 4,466 信託勘定借 4,406
有形固定資産 4,670 その他負債 12,451
無形固定資産 2,797 賞与引当金 375
繰延税金資産 854 退職給付引当金 98
支払承諾見返 18,829 役員退職慰労引当金 0
貸倒引当金 △2,918 利用促進引当金 53

支払承諾 18,829
負債の部合計 1,737,125
純資産の部
資本金 45,000
資本剰余金 17,803
利益剰余金 91,004
株主資本合計 153,808
その他有価証券評価差額金 1,590
評価・換算差額等合計 1,590
純資産の部合計 155,399

資産の部合計 1,892,524 負債及び純資産の部合計 1,892,524

信託財産残高表（監査対象外） （2017年3月31日現在） （単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

貸出金 127,900 指定金銭信託 98,548
有価証券 47,277 特定金銭信託 5,939
信託受益権 74,840 金銭信託以外の金銭の信託 81,093
金銭債権 145,703 金銭債権の信託 5,336
有形固定資産 100,173 包括信託 323,764
その他債権 113
銀行勘定貸 4,406
現金預け金 14,265
資産合計 514,681 負債合計 514,681

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 （2016年4月1日〜2017年3月31日） （単位：百万円）
科 目 金 額

経常収益 49,250

信託報酬 444

資金運用収益 42,206

役務取引等収益 3,134

その他業務収益 1,918

その他経常収益 1,546

経常費用 31,098

資金調達費用 3,295

役務取引等費用 10,215

その他業務費用 17

営業経費 17,064

その他経常費用 505

経常利益 18,151

特別損失 104

税引前当期純利益 18,046

法人税、住民税及び事業税 5,534

法人税等調整額 38

法人税等合計 5,572

当期純利益 12,473
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財務諸表 お問い合わせ先
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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  （土日祝および12/31〜1/3休み）
※ インターネット取引操作にかかるテクニカルサポートおよびお客さまカードの紛失・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  （土日祝および12/31〜1/3休み）

● 資料請求
 7 0120-094-089  （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  （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  （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）。

住宅ローン商品
（不動産投資ローン・不動産担保ローン）

住宅ローンプラザ
● 各種お問い合わせ
 7 0120-094-256  （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  （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  （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 587名

会社概要 （2017年4月30日現在）

7  0120-008-884
（発行：2017年6月）

相思相愛
京都水族館 ケープペンギン 

（京都府京都市）表紙写真




