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ウェブサイトのご案内
オリックス信託銀行のウェブサイトでは､金融商品・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､決算内容､個人情報に関するプライバシーポリシーなどの情報
を、当社ウェブサイトにてご覧いただけます。

会社概要（2009年11月30日現在）

オリックス信託銀行株式会社
（ORIX Trust and Banking Corporation）
東京都港区芝3-22-8　オリックス乾ビル 
〒105-0014
潮　明夫
1993年8月23日
400億円
オリックス株式会社（100%）
466名

商号

本社所在地

代表取締役社長
設立
資本金
株主
従業員数

▶eダイレクト預金
　口座開設の申し込みや振り込み､取引内容の照会など

▶不動産投資ローン・住宅ローン・不動産活用ローン
　各種ローンの事前審査の申し込みや返済シミュレーションによる
　ご返済額の試算など

▶無担保借りかえローン
　ご融資の申し込みや返済シミュレーションによる返済額の試算など

オリックス信託銀行ウェブサイト
http://trust.orix.co.jp
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オリックス信託銀行の特徴

　オリックス信託銀行は、1993年の創業
以来、「インフラコストを可能な限り抑え
て、より魅力的な金融商品を提供する」とい
うコンセプトのもとビジネスを展開してま
いりました。
　総合的なサービスを提供するメインバン
クを目指すのではなく、特定分野に強みを
発揮する「サブバンク」として、より魅力的
な金融商品・サービスを提供することによ
り、お客さまのニーズにお応えし、より一層
ご利用いただける銀行を目指しています。

　オリックス信託銀行には、預金や振り込
みの手続き窓口となる店舗はございませ
ん。またキャッシュカードを発行しておら
ず、ATMネットワーク網なども持っており
ません。一般的な銀行は、店舗やATMネット
ワーク網などのインフラの維持に莫大な投
資をし、ランニングコストをかけています。
　オリックス信託銀行は上記のように店舗
などを持たないことにより、インフラコスト
を可能な限り抑えています。

ごあいさつ

　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。
　このミニ・ディスクロージャー誌「相思相愛」は、2010
年3月期中間期（2009年9月期）のトピックスや業績を
コンパクトにまとめ、お客さまとの対話に役立てたいと
考えて作成いたしました。本誌を通じ、オリックス信託銀
行について、一層のご理解をいただければ幸いです。

変化はチャンス

　わが国経済は、世界的な金融市場の混乱がもたらし
た深刻な事態から一部回復の兆しがみられるものの、
企業倒産件数の高水準な推移、雇用情勢の悪化や個人
消費の低迷など、依然として厳しい状況が続いており
ます。こうした中、銀行業界は、引き続き厳しい経営を
余儀なくされており、自己資本の拡充や経営効率化の
一層の推進が課題となっています。
　一方、オリックス信託銀行は、収益、自己資本比率と
もに引き続き健全性を維持しており、また、このような
事業環境をチャンスと捉え、2009年度より法人向け
金融サービスの拡充を図っています。

法人向け金融サービスの拡充

　法人向け融資の本格的な展開および法人向けイン
ターネット取引専用預金「法人eダイレクト預金」の取り

扱いを開始するなど、お客さまの経営・財務戦略上の多
様なニーズにより細やかにお応えさせていただくため、
今後法人向け金融サービスの一層の充実を図ってまい
ります。
　また、福岡圏のお客さまの幅広い資金調達ニーズに
お応えするため、2009年10月に福岡営業部を設置い
たしました。

財務基盤・内部管理態勢の強化

　今後の業容拡大に備え、財務基盤の一層の強化を図
るため、2009年9月に200億円の増資を行いました。
また、2009年10月に本店を東京都港区に移転し、首
都圏に分散していた営業拠点を本店に統合することに
より経営効率化を図りました。
　オリックス信託銀行はお客さまから信頼され、安心し
てご利用いただける銀行であり続けるため、法令等遵
守・リスク管理・お客さまへの適切な対応などの内部管
理態勢の一層の強化に努めてまいります。

　今後とも、「業界トップクラスの高い収益性を実現し、
バランスのとれた優良かつ特色のある銀行」を目指し、
健全な事業活動の遂行に努めてまいります。
　オリックス信託銀行への変わらぬご支援、ご愛顧を
賜りますよう、お願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　2010年1月
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　業務拡大に伴い、2009年10月に本店を東京都中央区日本橋兜町から港区芝のオリックス
乾ビルに移転しました。同時に、首都圏に分散していた営業拠点（５拠点）を本店に統合し、営業機
能を集約いたしました。その結果、営業部門と管理部門が１つのビルに入居することになり、分散
していた機能の統合が実現しました。

　この移転・統合を機に、社内の意思疎通・意思決定の迅速化を図り、内部管理態勢の一層の強化
などを行ってまいります。

　オリックス信託銀行は、おかげさまで2009年に個人のお客さま向け
定期預金「ダイレクト預金」の発売10周年を迎えることができました。
　日頃のご利用に感謝し、2010年1月29日時点で「ダイレクト預金」、
「eダイレクト預金」および「法人ｅダイレクト定期預金」のいずれかの定期
預金をご利用のお客さまを対象に、抽選で100名さまにオリックスグルー
プが運営する名門旅館・ホテルの宿泊券などの賞品をプレゼントする
『ダイレクト預金 発売10周年記念キャンペーン』を実施いたしました。
　今後も、お客さまに長くご利用いただけるよう商品内容の充実やサー
ビスの向上に努力してまいります。

『ダイレクト預金 発売10周年記念キャンペーン』を実施
～抽選で100名さまを名門旅館・ホテルなどへご招待～

　2009年7月1日より、「法人eダイレクト定期預金 大口定期（相対型）」の取り扱いを開始いたしまし
た。「法人eダイレクト定期預金」をご利用の法人のお客さまを対象に、預入金額5,000万円以上（1件
あたり）の場合、金額および期間（満期日）に応じて、個別の金利設定をさせていただきます。
　定期預金を作成する前に、電話で金額および期間（満期日）をご連絡いただきますと、その条件に応じ
て当社ウェブサイトに表示している「法人eダイレクト定期預金」の金利よりも高い金利を提示させて
いただきます。

本店を東京都港区芝へ移転・営業拠点（5拠点）を本店に統合

「法人eダイレクト定期預金　大口定期（相対型）」の取り扱いを開始
～インターネット取引専用定期預金（5,000万円以上）で個別の条件設定が可能～

▶ オリックス乾ビル ▶ オリックス信託銀行受付 ▶ オリックス乾ビル入口の様子
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主要業務の紹介

個人
部門

　総合的なサービスを提供するメインバンクとしてではなく、特定分野に強みを発揮する「サブ
バンク」として、お客さまのニーズにマッチした特色のある商品・サービスを提供しています。
　預金商品については、口座への入出金や振り込みなどの手続き窓口となる店舗を持たず、シ
ンプルな商品に特化することで実現した高水準な金利の円定期預金を提供しています。
　ローン商品については、お客さま一人ひとりのライフプランに沿ったオーダーメイド型の住
宅ローン※を提供しています。また複数の無担保ローンを集約し、計画的にご返済をしていた
だくための無担保借りかえローンも提供しています。
（※本誌では、不動産投資ローン・住宅ローン・不動産活用ローンを総称して「住宅ローン」と表現しています。）

法人
部門

　法人のお客さまがお持ちの資金調達・運用や取引銀行拡大などのニーズにお応えし「サブバ
ンク」として、メインバンク以上のきめ細かな対応を行っています。
　法人向け融資分野では、東京・大阪・福岡の営業拠点を中心に、幅広い取引ニーズにお応え
しています。特に中堅・中小企業に対する資金調達ニーズへの対応に努めています。
　また、法人向け預金分野では、インターネット取引専用預金「法人eダイレクト預金※」の取り
扱いを2009年5月から開始しました。

信託
部門

　信託部門は法人のお客さまに対し、主として金銭債権や不動産の流動化などの質の高い信
託サービスを提供しています。特に金銭債権信託はオリックス信託銀行の信託財産残高の9割
程度を占める主力サービスです。
　企業が有する金銭債権が信託され、これにより発行された信託受益権を投資家に販売して
資金調達を図るという流動化スキームの一翼を担うことで、企業の資金調達をサポートして
います。
　また、2009年9月より信託受益権売買等業務として、信託受益権の私募の取り扱いを開始
しました。委託者兼当初受益者の保有する信託受益権を機関投資家などに譲渡する際の信託
受益権売買の媒介を行うことにより、当社のお客さまである委託者兼当初受益者の利便を図
るとともに、投資家の資金運用ニーズにも応えられるようになりました。

● お借り入れに際しては当社および保証会社の審査がございます。結果によってはご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。  

ダイレクト預金

バンクプレミア ローンデスク　　0120-552-189

アパートローン

投資用マンションローン

ホームエクイティローン「マイホープ」

シニア多目的住宅ローン

住宅ローン

セカンドハウスローン

eダイレクト預金

eダイレクト普通預金

ダイレクト預金デスク－お手続きに関するお問い合わせ－
      0120-890-694（9：00 ～17：00   土日祝および12/31～1/3休）
資料請求      0120-094-089（9：00～18：00   1/1のみ休）
預金金利情報ダイヤル      0120-094-860（24時間自動音声）

首都圏：      0120-162-094
近畿圏：      0120-094-505
（9：00～17：20   土日祝および12/31～1/3休）

（9：00 ～ 18：00 土日祝および12/31～1/3休）

eダイレクト預金デスク
      0120-145-094（9：00～18：00   1/1のみ休）

不動産投資ローン

預　金

不動産活用ローン

無担保借りかえローン

住宅ローン

■ 個人向け預金・ローン商品
商品名 お問い合わせ先

投資用セカンドハウスローン

■ 法人向け商品

資金デスク
03-6722-3640（9：00～17：00   土日祝および12/31～1/3休）

商品名 お問い合わせ先

法人eダイレクト定期預金

法人eダイレクト普通預金

一般大口定期預金

譲渡性預金

eダイレクト預金デスク
　   0120-145-094（9：00～18：00   1/1のみ休）

  

（※本誌では、法人eダイレクト定期預金・法人eダイレクト普通預金を総称して「法人eダイレクト預金」と表現しています。）

ミニ・ディスクロージャー誌
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（百万円）

業績

経常収益 経常利益
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Q&A  業績等ハイライトについてお答えします

2010年3月期中間期（2009年9月期）の業績はどうでしたか？Q .1 財務の健全性はどのようになっていますか？Q .3

格付けを教えてください。Q .2 不良債権の状況はどうなっていますか？Q .4
長期格付け
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自己資本比率

2009年9月期末2009年3月期末2008年3月期末

格付投資情報センター（R&I）
2009年10月取得

スタンダード＆プアーズ（S&P）
2009年3月取得
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リスク管理債権比率

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」
（平成20年度決算 〈2009年3月期末〉）による平均値です。

国内
基準

A　　住宅ローンや法人向け融資の推進などによる運
用資産の増加から経常収益は、140億95百万円 (前
年同期比17億8百万円増加)となりました。一方、預
金残高の増加などによる資金調達費用の増加や業
容拡大による営業経費の増加などから経常費用は、
111億52百万円（前年同期比8億34百万円増加）と
なりました。この結果、経常利益は29億43百万円 
(前年同期比8億73百万円増加) となりました。

A　　経営基盤強化のため、2009年9月2日付で株主
割当による200億円の増資を実施いたしました。
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、2010年3月期中間期（2009年9月期）末
で12.12%となり、国内で業務を営む金融機関の基
準（国内基準）の4%を大幅に上回る自己資本比率を
維持しています。今後も健全な経営を目指すために、
さまざまな観点からリスクを分析し、安全性の高い
資産運用を行ってまいります。

A　　不良債権比率（リスク管理債権比率※）は、
2010年3月期中間期（2009年9月期）末時点で
1.38%となり、引き続き低水準で推移しています。

A　　格付機関による長期格付けにおいて、格付投資
情報センター（R&I）より「A」（2009年10月）、スタ
ンダード＆プアーズ（S&P）により「A-」（2009年3
月）の格付けを取得しています。当社は、オリックス
グループの法人金融・リテールビジネスを担う重要
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おりま
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おります。

※「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。

全国銀行平均
（2009年3月期末）
2.47%

当社
（2009年9月期末）
1.38 %

ミニ・ディスクロージャー誌
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2009年9月期末2009年3月期末2008年3月期末

預金残高 貸出金残高

中間貸借対照表（2009年9月30日現在）　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

信託財産残高表（2009年9月30日現在）　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

中間損益計算書（2009年4月1日～ 2009年9月30日）（単位：百万円）

財務諸表（監査対象外）

（負債の部）

預金

コールマネー

譲渡性預金

借用金

信託勘定借

その他負債

賞与引当金

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

支払承諾
負債の部合計

（純資産の部）

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

（資産の部）

現金預け金

買入金銭債権

有価証券

貸出金

その他資産

有形固定資産

無形固定資産

繰延税金資産

支払承諾見返

貸倒引当金

資産の部合計

43,911

79,881

114,886

658,223

3,282

4,891

1,802

3,055

180

△ 5,077

905,035

740,191

4,000

18,000

33,000

888

15,519

181

18

7
180

811,988

40,000

12,803
39,171

91,975

1,072

1,072

93,047

905,035

信託報酬

役務取引等収益

資金運用収益

その他業務収益

その他経常収益

経常費用

資金調達費用

役務取引等費用

その他業務費用
営業経費

その他経常費用

経常利益

特別損失

税引前中間純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

法人税等合計

中間純利益

526

12,091

616

11

849

11,152

4,180

1,553

0

4,370

1,047

2,943

1

2,942

1,527

△ 326

1,200

1,741

科　目 金　額 科　目 金　額

経常収益 14,095

額　金目　科

金銭信託

金銭信託以外の金銭の信託

有価証券の信託

金銭債権の信託

包括信託

負債合計

貸出金

有価証券

信託受益権

受託有価証券

金銭債権

有形固定資産

無形固定資産

その他債権

銀行勘定貸

現金預け金

資産合計

13,900

88,848

179,449

135,107

1,094,643

117,369

686

1,550

888

88,162

1,720,605

701

140,796

76,544

256,237

1,246,325

1,720,605

科　目 金　額 科　目 金　額

注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

A　　預金残高は、主に個人向けインターネット取引
専用定期預金「eダイレクト預金」の増加により
7,401億91百万円（前期末比729億54百万円増
加）となりました。貸出金は、住宅ローンや法人向け
融資の増加などにより6,582億23百万円（前期末
比528億25百万円増加）となりました。

A　　2010年3月期中間期（2009年9月期）末にお
いては国内の流動化市場の低迷により金銭債権の
信託財産などが減少し、信託財産残高は1兆7,206
億5百万円（前期末比1,248億35百万円減少）とな
りました。

4,704
5,185

6,672
6,053

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
（億円）

20,405
18,454

2009年9月期末2009年3月期末2008年3月期末

17,206

信託財産残高

預金と貸出金の状況はどうなっていますか？Q .5

信託業務の状況はどうなっていますか？Q .6

ミニ・ディスクロージャー誌

預金・貸出金
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お客さま満足度向上への取り組み

　オリックス信託銀行では、お客さまのご意見・ご要望を、業務・サービスの改善・向上を図るための
貴重な情報源と考えています。商品・サービスに関するアンケートを実施するほか、「お客様相談室」
を設け、広くお客さまのご意見・ご要望などを受け付け、お客さまからいただいたご意見・ご要望は、
社内報告システムを利用し、経営陣などへ迅速に報告する態勢を整えています。オリックス信託銀行
は、お客さまのご意見・ご要望を真摯に受け止め、継続的に業務・サービスの改善・向上を図り、お客さ
ま満足度の向上に努めています。

アンケートの実施結果について
　お客さまからのご要望を受け、ミニ・ディスクロージャー誌「相思相愛」に同封していたハガキのア
ンケートを、当社ウェブサイトを利用したアンケートに変更させていただきました。多数のお客さま
より、ご回答を頂戴し、大変ありがとうございました。
　当社の接客態度、電話・eメールでの対応につきまして、約27％の方から、「満足している」とのご回答
をいただきました。お客さまからのご意見・ご要望を励みに、今後ともより一層お客さまにご満足い
ただけるよう、心掛けてまいりたいと考えています。

20～29歳

30～39歳

40～49歳

60～69歳

70歳以上

総計

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50～59歳

お客さまへの接客態度や電話・eメールでの対応について（年齢別）
［ 回答者数：3,629人 ］ 満足している 普通 不満に感じる

【 お客さまからのご意見･ご要望 】

お客さまからの声

アンサー

2009年11月にログインページ（お客
さまお取引環境）をリニューアルいた
しました。デザインや文章、ページ構成
などを見直し、わかりやすく利用しや
すいウェブサイトを目指しました。
これからも、より充実したウェブサイト
になるよう努力してまいります。

ホームページがリニューアルされて、
スッキリしてかなり見やすくなった
が、ログイン後の画面のレイアウトや
操作性についても改善してほしい。

お客さまからの声

アンサー

お客さまが、海外に転勤されるなどの
事情で、銀行からの通知の受領を代理
人の方に変更される場合に、従前は、
代理人の方の印鑑登録証明書と実印
を必要としていましたが、2009年10
月6日より、印鑑登録証明書と実印は
不要とし、代理人のご氏名・ご住所が
確認できる「本人確認資料」のご提示
をお願いする取り扱いに変更いたしま
した。

住宅ローンを借りているが、海外に転
勤している間、銀行からの通知を代理
で受け取るために、代理人の印鑑登録
証明書と実印を求められたが、そこま
で必要ないのではないか。

ミニ・ディスクロージャー誌

26.9% 68.8% 4.3%

43.3% 51.9% 4.8%

32.8% 63.1% 4.1%

23.8% 72.2% 4.0%

24.4% 71.4% 4.2%

24.1% 71.3% 4.6%

25.0% 69.3% 5.7%
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社会的責任（CSR）への取り組み オリックスグループのご紹介オリックス
グループの

サンゴ苗を沖縄・今帰仁村の海に移植
～沖縄県下の母子生活支援施設の子どもたちが作製したサンゴが成長～

オリックスグループの環境活動

　2009年3月、オリックス社会貢献基金はオリックス不動産が
2008年6月から取り組んでいる「沖縄サンゴ礁再生プロジェク
ト」に沖縄県下の母子生活支援施設の子どもたちを招待し、移植
するためのサンゴの台座を約80個作製しました。
　半年間、沖電開発株式会社の水槽で養殖され、サンゴは一定の
大きさに成長しました。夏季の高水温の時期を避け、水温が低下
し始めた9月10日に沖縄県の今帰仁村沖約800m、水深5～
10mの海に移植し、魚類による食害を防止するためにすべてにか
ごをかけて保護しました。1ヵ月後、さらに半年後に子どもたちは
移植したサンゴの成長ぶりを調査・レポートする予定です。

　オリックスはリース業界のパイオニアとして1964年に事業を開始して以来、常に新しいビ
ジネスを追求し、革新的な金融商品・サービスを法人ならびに個人のお客さまに提供してまい
りました。その結果、オリックスを中心とするオリックスグループは、現在ではリースにとどま
らず、融資・レンタル・割賦・生命保険・証券・信託銀行・不動産など金融分野を中心として多角
的に事業を展開しております。
　オリックスグループは、グループ各社がそれぞれの担当分野においてさらに専門性を高め
るとともに、連携することで生まれるシナジー効果を最大限に発揮し、新しい価値を創造する
ことによって、社会に貢献できる企業グループを目指しています。

　オリックスグループは、ESCO事業やバイオマス発電事業などのエネルギービジネス、カー
ボン・オフセット事業、リユース・リサイクル・適正処理のワンストップソリューション、カー
シェアリングなど、さまざまな環境ビジネスに取り組んでいます。
　また環境方針を定め、2012年までの活動を「ECORIX2012」として「社会」「お客さま」「自
ら」の低炭素化を推進しています。

「環境レポート2009-2010」では、持続可能な社会の実現に不可欠な
低炭素社会・循環型社会・自然共生社会という3つの社会において、
オリックスグループが行っている取り組みや環境事業を多数掲載しています。

KIDSプロジェクト「アユ手づかみ探検隊」にグループ社員8名がボランティアとして参加　
～児童養護施設の児童と社員の夏の交流～
　将来を担う子ども支援の一環として、2009年7月、オリックス
グループはアサヒビール株式会社と三井住友海上火災保険株式
会社と3社共催で、京都府船井郡京丹波町にてKIDSプロジェクト
「アユ手づかみ探検隊」を実施しました。
　児童とバディを組んだ社員ボランティアも、児童の安全第一に、
自らも童心に返って楽しんでいました。
　2日間という短い時間でしたが、参加者全員が寝食をともにし、
一緒に楽しく遊んだことでコミュニケーションも深まり、子ども
たちの夏休みの思い出づくりのお手伝いができたと思います。

▶サンゴ移植

▶

▶KIDSプロジェクト

養殖6ヵ月後のサンゴ

オリックスグループ環境方針

● 社会の低炭素化に貢献します
● お客様の低炭素化をお手伝いします
● 自らの低炭素化に取り組みます

私たちは、未来人という新たなステークホルダーのために、
炭素効率性を高める企業グループになります

な き じん

オリックスグループについて

ミニ・ディスクロージャー誌
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