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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年の開業
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・サービスを提供す
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。

　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。
　ミニ・ディスクロージャー誌「相思相愛」は、2010年
3月期の業績やトピックス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。

2010年3月期の業績

　わが国の経済は、国内民間需要の自律的回復力はな
お弱いものの、新興国経済の高成長などを背景にした
海外経済の改善や各種対策の効果などにより、2009
年後半から緩やかに持ち直しました。企業収益に改善傾
向が見られるほか、一部個人消費に持ち直し傾向が見ら
れるなど、明るい兆しが見えています。しかし、依然とし
て、設備投資や個人消費などの民間需要には厳しさが
残っており、企業の資金需要は運転資金・設備資金とも
に低調であることから、金融機関の競争は、今後更に激
化することが見込まれています。
　オリックス信託銀行では、このような環境のもと、
2009年4月から法人向け融資業務を本格的に展開す
るなど、金融サービスの拡充および業容の拡大を図って
まいりました。その結果、経常収益281億円 (前期比15%
増)、当期純利益28億円 (前期比21%増)の業績を収める
ことができました。

法人向け金融サービスの拡充

　2010年3月期は、法人向け融資業務の本格的な展開
を行うとともに、2009年5月にインターネット取引専用
預金｢法人ｅダイレクト預金｣を、同年7月には、より有利
な金利設定が可能な「法人eダイレクト預金 大口定期
（相対型）」の取り扱いを開始いたしました。また、同年
10月には福岡営業部を設置し営業エリアの拡大を図
るなど、法人向け金融サービスの拡充に努めてまいりま
した。
　2011年3月期も、お客さまの経営・財務戦略上の多様
なニーズに細やかにお応えし、融資・預金の両面でお役
にたてるよう、商品・サービスのより一層の充実を図って
まいります。

財務基盤・内部管理態勢の強化

　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・お客さま保護等管理などの内部管理態
勢の強化および金融円滑化への適切な対応を経営の重
要課題と位置付けております。これからも「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。

　今後とも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7月
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　オリックス信託銀行は、マネックス証券株式会社とマネッ
クスポイント※の付与について提携し、2010年5月6日から
2010年7月31日まで「『マネックス証券のマネックスポイ
ント』プレゼントキャンペーン」を実施しています。

　このキャンペーンは、当社またはマネックス証券のウェブ
サイトやメールマガジンに掲載される広告を経由して、口座
開設や所定のお取り引きをされたお客さまに対し、マネックス
証券よりもれなくマネックスポイントをプレゼントするもの
です。
　これからも、お客さまのニーズに応え、サービスの向上に
努力してまいります。

　個人のお客さまを対象とした無担保ローンの商品に、
「教育ローン」「多目的ローン」が加わりました。
　「教育ローン」は、授業料などの学費に加え、アパート入居
一時費用・教科書代・海外留学費用などの幅広い教育資金
に、「多目的ローン」は、リフォーム・旅行・車購入などのさま
ざまな資金ニーズにお応えするものです。
　どちらもお借入金額は50万円以上500万円以内、お借入
期間は1年以上8年以内。元利均等分割返済（毎月の返済金額は一定）ですので、返済計画を立て
やすいローン商品です。もちろん、お客さまのご都合に合わせてウェブサイトもしくは電話で
申し込みができ、郵送で手続きが完了します。
　お客さまのライフステージに合わせて、ぜひご検討ください。

「『マネックス証券のマネックスポイント』 プレゼントキャンペーン」を実施

※マネックスポイントについて
　マネックスポイントは、マネックス証券での株式取引手数料への充当、投資関連書籍などの各種商品との交換、あるいは
　ＡＮＡマイレージクラブのマイル、《セゾン》永久不滅ポイントや他ポイントとの交換などにご利用いただけます。

・金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第165号
・加入協会：日本証券業協会、（社）金融先物取引業協会

　  マネックス証券の口座開設に関するご注意事項
・マネックス証券の口座開設・維持費は無料です。
・口座開設にあたっては「契約締結前交付書面」で内容をよくご確認ください。

マネックス証券株式会社について

金融商品取引法に基づくマネックス証券に関する表示

「教育ローン」「多目的ローン」の取り扱いを開始

無担保借りかえローン「バンクプレミア」
『JCBギフトカード10,000円プレゼントキャンペーン』を実施　

トピックス

　オリックス信託銀行では、2010年5月24日から2010年７月31日まで『JCBギフトカード
10,000円プレゼントキャンペーン』を実施しています。
　このキャンペーンは、上記期間中に無担保借りかえローン「バンクプレミア」にお申し込みいた
だき、2010年8月31日までに借り入れが完了したお客さま全員に、10,000円相当のJCBギフト
カードをプレゼントするものです。
　2006年5月の取り扱い開始以来、オリックス信託銀行の無担保借りかえローンは、計画的に
ローンの完済ができる商品としてご好評いただいております。また条件によっては毎月の返済額
や返済総額が軽減される場合もございます。
　オリックス信託銀行は、これからも、お客さまにご支持いただける商品を提供してまいります。
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　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ード型
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。

　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幅広い取り引きニーズ
に「サブバンク」としてきめ細かくお応えしています。
　東京・大阪・福岡の営業拠点を中心に、運転資金や設備資金など、さまざまな資金調達ニー
ズにお応えするオーダーメード型のファイナンスを提供しています。特に中堅・中小企業
に対する資金調達ニーズへ積極的に対応しています。
　また、資金運用をされているお客さまに対しては、インターネット取引専用預金「法人
eダイレクト預金※」を中心に、高水準な金利の預金商品を提供しています。

　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。
　お客さまが有する金銭債権や不動産の信託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、お客さまの資金調達をサ
ポートしています。
　また、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行い、投資家の資金
運用ニーズにもお応えしています。

ダイレクト預金

借りかえローン「バンクプレミア」

ローンデスク　　0120-552-189

アパートローン

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

■ 法人向け預金商品

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。）

教育ローン

多目的ローン

（※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。）
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主要業務のご紹介



長期格付け

自己資本比率の推移

格付投資情報センター（R&I） スタンダード＆プアーズ（S&P）
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経常収益（売上高）、当期純利益の推移
経常収益［左軸］ 当期純利益［右軸］
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2010年3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

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281億43百万円 
（前期比36億76百万円増加）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232億17百万円（前期比26億86百万円増加）と
なりました。この結果、経常利益は49億26百万円 
（前期比9億90百万円増加）、当期純利益は28億
14百万円（前期比4億91百万円増加） となりま
した。

A　　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月期末で11.4%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。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月期末で1.28%となり、引き続き低水準
で推移しています。

A　　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」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。

（％）

10

5

15

0
2008年3月期末 2009年3月期末 2010年3月期末

4.0

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21年度決算〈2009年9月期末〉）による平均値です。

全国銀行平均
（2009年9月期末）
2.63%

当社
（2010年3月期末）
1.28%

11.2
10.0

11.4

国内
基準

Q&A  業績ハイライトについてお答えします
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信託財産残高の推移

預金・貸出金残高の推移
預金残高 貸出金残高
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18,080

財務諸表

貸借対照表（2010年3月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

信託財産残高表（監査対象外）（2010年3月31日現在）　　　　  （単位：百万円）

損益計算書（2009年4月1日～ 2010年3月31日）　　　　（単位：百万円）

（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
コールローン
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

資産の部合計

25,947
5,000
92,016
158,047
736,432
3,449
4,901
1,928
1,992
180

貸倒引当金 △6,103

1,023,791

841,766
24,200
18,000
29,000
799

14,076
223
5
1

180

928,252

40,000

12,803
40,245
93,048
2,490
2,490
95,539

1,023,791

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

税引前当期純利益

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額

法人税等合計

当期純利益

1,035
24,694

1,473
90
849

23,217

8,355
3,243

1
8,895
2,720

4,926

161

4,764

2,194

△ 243

1,950

2,814

科　目 金　額 科　目 金　額

経常収益 28,143

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

60,800
89,552
157,659
124,418

1,113,054
150,233
1,947
1,584
799

107,985
1,808,037

701
187,876
77,554
232,702

1,309,202

1,808,037

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
8,417億円（前期末比1,745億円増加）となりまし
た。貸出金残高は、住宅ローンや法人向け融資の増
加などにより7,364億円（前期末比1,310億円増
加）となりました。

A　　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1兆8,080億
円（前期末比374億円減少）となりました。

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
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金利一覧
預金商品やローン商品の金利をご覧いただけます。

Q&A
お客さまから、よくご質問をいただく内容について
掲載しております。

各商品・サービス
・ 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
などをすることができます。

・ 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をすること
ができます。

・ 無担保ローン
ご融資の申し込みや返済シミュレーションによる
返済額の試算などをすることができます。

　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。営業担当者またはお客様相談室を通じて、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とっています。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、お客さま満足度のさらなる向上に努め
ています。

セキュリティ管理の観点より、当社では口座利用パスワードの再発行は書面による手続きのみ
とさせていただいております。再発行したパスワードのご連絡についても、当社にお届けい
ただいておりますご自宅住所に郵送する方法を取らせていただいております。

手続きにかかる時間を短縮するために、口座利用パスワードの再発行のお申し込みをいただく
ための「パスワード喪失届兼手続依頼書」を、ウェブサイトの「Q&Aよくあるご質問」コーナー
に掲載いたしました。
お客さまに同依頼書と返信用封筒を印刷いただき、当社へ送付していただくことで、当社
からお客さまへ書類を送付する時間を減らし、再発行までの時間短縮を図りました。

口座利用パスワードを忘れた場合、再発行まで書類手続きなどで2週間程度かかるという
説明を受けた。Ｅメールでパスワード再発行手続きはできないのか？
Ｅメールでできない場合は、再発行までの時間短縮を検討してほしい。

振込指定日が属する月のお振り込み2回目までは、振込手数料を0円と表示するよう改善いた
しました。また、振込予約をされる際にご確認いただけるよう、振込予約画面に当月、翌月分の
無料振込回数を表示するようにいたしました。

eダイレクト預金は月2回まで振込手数料無料となっている。
しかし、その月に初めて振り込む場合でも振込手数料420円という表示が出てくるため
わかりにくい。

各種手続きやウェブサイト上での操作方法など、ご不明な点がございましたら、お問い合わせ窓口
までご連絡ください。ご利用していただきやすく、より充実した内容のウェブサイトになるよう
努力してまいります。

　オリックス信託銀行のウェブサイトでは、最新の金利情報やよくいただくご質問とその回答、個人
情報の取り扱い（プライバシーポリシー）やセキュリティに関する情報、決算内容などについてご覧
いただけます。また、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。

http://trust.orix.co.jp

オリックス信託銀行
の対応

お客さま満足度向上への取り組み ウェブサイトのご案内

①

①

②

③

②
③

お客さま
からの声

■ オリックス信託銀行のウェブサイト

オリックス信託銀行
の対応

お客さま
からの声
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肢体不自由児入所・通園施設へ福祉車両を寄贈

「チャレンジ25キャンペーン」への参加

環境レポート

「肢体不自由児・者の美術展」で、2作品に「オリックス賞」を授与

　オリックスグループは、ESCO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、廃棄物処理事業、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
環境事業を掲載しています。
（※環境レポートは、年1回、毎年秋に発行しています。）

　オリックスグループは、2005年より地球温暖化防止のための国民運動「チーム・マイナス
6％」に参加しています。2010年1月からは「チャレンジ25キャンペーン」に引き続き参加し、
日本が目標とする2020年までの温室効果ガス
排出量25％削減（1990年比）に向けて活動を
推進しています。

　オリックス社会貢献基金では、社会的ハンディキャップのある
方への支援の一環として、2007年度から「肢体不自由児・者の美
術展」を支援し、毎年2作品に「オリックス賞」を授与しています。
本美術展は、障がいのある方々が美術作品の創作に親しみ、自己
表現の機会を広げ、社会に参加していくことを目的としています。
2009年度は12月3日に東京芸術劇場で表彰式典が行われ、
12月6日までの4日間、同劇場のギャラリーで展示会が開催さ
れました。
～「オリックス賞」2作品と受賞コメント～
上：絵画「ぼくと仲間たち」　
創作期間は1ヵ月半です。みんなの個性を考え、それぞれ色を決めてカラフルに仕
上げました。中学校最後の学年なので一生懸命描きました。

下：書「笑」　　
「笑」はいつも笑って生活ができればいいなと思って書きました。この文字を見た
人が少しでも笑えるようにがんばって書きました。

▶目録の代わりに、手作りの大きな車のキーを贈呈。

▶絵画「ぼくと仲間たち」

▶書「笑」

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

　オリックス社会貢献基金では、社会福祉および子ども支援の一環
として、2006年度から全国の肢体不自由児入所施設、通園施設に
福祉車両を寄贈しています。寄贈にあたり、全国に100ヵ所以上
ある肢体不自由児施設の福祉車両の利用状況調査を行ったところ、
長年車両の買い替えができていない施設や台数が不足している施
設が多い実態がわかりました。
　2009年度は、「青森県立 はまなす医療療育センター」（青森県
八戸市）および社会福祉法人 秋田県小児療育事業団（秋田県秋田
市）が運営する「秋田県小児療育センター」の2施設に寄贈し、寄贈台数は合計23台となりました。

社会的責任（CSR）への取り組みオリックス
グループの オリックスグループの環境活動


