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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。

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
450億円
オリックス株式会社（100%）
504名

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､最新の金
利情報、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、決算情報など
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。

オリックス信託銀行ウェブサイト

［商号］

［本店所在地］
［代表取締役社長］
［設立］
［資本金］
［株主］
［従業員数］



2011年3月期の業績

　今期の日本経済は企業収益の
改善等が功を奏し緩やかな回復を
続けてきましたが、耐久消費財関
連の政策終了に伴う反動や円高の
進行による輸出減少等により、足
元の回復の動きは踊り場にさしか
かっています。加えて、未曾有の東
日本大震災の発生による日本経済
への影響は大きく、先行きを不透
明なものにしています。
　このような事業環境のもと、オ
リックス信託銀行では、住宅ローン
事業をはじめ、特定の分野におい
て強みを発揮し、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。
　その結果、経常収益310億円
（前期比10％増加）、当期純利益
43億円（同56％増加）の業績を収め
ることができました。おかげさまで、
譲渡性預金を含む預金残高は1兆
204億円（前期末比17％増加）と
なり、１兆円の大台を突破しました。

新たなステージへ

　オリックス信託銀行は、預金残高
の1兆円達成を機に、本年10月1
日、社名を「オリックス銀行」に変更
することにいたしました。みなさま
にとって、よりわかりやすく、より身
近な銀行として、お客さまのニーズ
にお応えしていきたいと考えてい
ます。新企業スローガン「ニッポン
の銀行に、しなやかな発想を。」を
掲げ、柔軟な対応力や商品力によ
り、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て、
事業活動を行ってまいります。
　今後とも、当社への変わらぬご
支援、ご愛顧を賜りますよう、お願
い申し上げます。

 　　　　　　　　　2011年6月
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預金残高の推移 1兆円
突　破
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※ グラフは、3月期末の残高を表しています。
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ダイレクト預金
取り扱い開始

トピックス

　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。
今号のミニ・ディスクロ－ジャー
誌「相思相愛」では、2011年3月
期の業績や財務状況などについ
てご紹介をしております。
　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。

ごあいさつ
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預金残高が１兆円を突破いたしました
　日本初となる無店舗方式による通販型定期
預金「ダイレクト預金」やインターネット取引専
用定期預金「eダイレクト預金」などの高水準な
金利の円定期預金が、お客さまからご好評をい
ただき、2011年3月末に、預金残高が１兆円を
突破いたしました。
　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。私どもオリックス
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
も発行しておらず、ATMネットワーク網なども

ありません。そのため、お客さまにはお手数を
おかけすることもありますが、「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」とのコンセプトのもと、コ
ストを抑え、お客さまへの金利に還元させてい
ただいております。
　今後も、特定分野に強みを発揮する魅力ある
銀行として、しなやかな発想でお客さまのニー
ズにお応えし、お客さまに「選んでいただける
銀行」「ご利用いただける銀行」を目指してまい
ります。



社名変更についての各種お知らせやよくあるご質問を、
オリックス信託銀行のウェブサイトで、ご案内しています。
ぜひ、ご覧ください。

社名変更特設ページ
＞＞   　http://trust.orix.co.jp/orixbank/

Ａ.１ お客さまにお手続きいただくことはございません。インターネット取引に用いる「お客
 様カード」も、そのままお使いいただけます。また、ダイレクト預金の預金証書は、社名
 変更後も有効ですので、ご安心ください。

Ａ.2 現在の「銀行コード、店番、口座番号」に変更はございませんので、これまでと同様の
 番号をご指定ください。受取銀行名だけは、2011年10月1日以降、「オリックスギ
 ンコウ」に変わりますので、ご注意ください。

Ａ.3 商品やサービス内容は、これまでと同様です。また、社名から信託の２文字が外れます
 が、信託業務も従来通り、継続してまいります。

Ａ.4 ウェブサイトのURLアドレスやＥメールアドレスは変更を予定しております。詳細につ
 きましては、８月下旬に「社名変更に関するご案内」を、お客さま宛に郵送もしくは
 メールでお知らせする予定です。

総資産の推移

事業の変遷

総資産
1兆円
突　破（単位：億円）
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信託業務（1993年8月～）

※グラフは、3月期末の残高を表しています。

ダイレクト預金（1999年3月～）
eダイレクト預金（2001年3月～）

法人eダイレクト預金（2009年5月～）

住宅ローン（1999年10月～）
無担保ローン（2006年5月～）
法人融資（2009年4月～）

社名変更特設ページのご案内

社名変更に関するＱ＆Ａ

Ｑ.１ 社名変更に伴い、何か手続きが必要ですか？

Ｑ.2 銀行コードや店番、口座番号は変更になりますか？

Ｑ.3 社名変更後、取り扱い商品やサービス内容は変わるのですか？信託業務はやめるのですか？

Ｑ.4 ウェブサイトのURLアドレスやＥメールアドレスは変更になりますか？

　2011年10月1日、オリックス信託銀行は、「オ
リックス銀行」へ社名変更いたします。
　1998年にオリックスグループの信託銀行とし
てスタート以来13年間、無店舗型の銀行として、
信託業務、通販およびインターネット取引専用の
個人向け定期預金、個人向けの不動産投資ロー
ン等を中心に業容を拡大してまいりました。

　2009年には法人融資事業へ本格参入し事業
分野を拡大しました。2010年3月末には総資産
1兆円を達成し、翌2011年3月末には、預金残
高が1兆円を突破いたしました。
　これを機に、お客さまにとって、よりわかりやす
く、より身近な銀行となるため、社名を変更いた
します。

オリックス信託銀行は、オリックス銀行へ社名を変更いたします

社名変更特設ページ



　　住宅ローンや法人向け融資の推進などによ
る貸出金残高の伸長に伴い、資金運用収益が増
加し、経常収益は310億円（前期比28億円増
加）となりました。一方、業容拡大に伴う営業経
費の増加などから、経常費用は236億円（同3億

円増加）となりました。この結果、経常利益は73
億円（同24億円増加）、当期純利益は43億円
（同15億円増加） となりました。

当期純利益の推移経常収益（売上高）の推移 （単位：億円） （単位：億円）
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大阪オフィスの新住所

〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町1-4-1オリックス本町ビル　
TEL：06-6536-3180

　社名変更を機に、「柔軟な対応力と商品力で、お客さまのニーズに
応えていきたい」「従来の銀行にはない“しなやかな発想”ができる銀
行でありたい」との思いを込め、企業スローガンを制定いたしました。
　私たちは、設立以来、総合的なサービスを提供する銀行ではなく、
特定分野に強みを発揮する銀行として、ご利用いただいてまいりました。
　これからも、お客さまのより身近な存在として、 “しなやかな発想”
で、ニーズにお応えしてまいります。

　業容の拡大に伴い、2011年6月に大阪オフィスを大阪市中央区北
浜から大阪市西区西本町のオリックス本町ビルに移転いたしました。
これに伴い、大阪オフィス内にある大阪住宅ローンプラザも移転いた
しました。
　お客さまにはご不便をおかけすることもありますが、何卒よろしく
お願いいたします。

「ニッポンの銀行に、しなやかな発想を。」私たちの、新企業スローガンです

大阪オフィスを大阪市西区西本町に移転いたしました

社名変更告知チラシ

オリックス本町ビル

Q&A  業績ハイライトについてお答えします
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2011年3月期の業績はどうでしたか？Q .1



　　国内の流動化市場の低迷により、新規受託
が伸び悩む中、信託報酬は増加したものの、信
託財産の当期末残高は1兆5,415億円（前期末
比2,665億円減少）となりました。

信託業務の状況はどうなっていますか？Q .3預金と貸出金の状況はどうなっていますか？Q .2

財務の健全性はどのようになっていますか？Q .4

A預金残高の推移 （単位：億円） 信託財産残高の推移 （単位：億円）

　　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、2011年3月期末で12.1%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。また、2011年3月に、今後の業容拡大への
備えと財務基盤の一層の強化を目的に、オリック
ス株式会社を引受先とする株主割当増資100億
円を実施いたしました。

A 自己資本比率とTier I（中核的自己資本）比率の推移

　　預金の状況
　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」や法人向け預金が順調に増加
したことにより、当期末残高は1兆204億円（前
期末比1,545億円増加）となり、初めて１兆円の
大台に乗りました。
注）預金残高には譲渡性預金を含みます。

A

貸出金残高の推移 （単位：億円）
　　貸出金の状況
　住宅ローンや法人向け融資が順調に伸び、当期
末残高は8,137億円（前期末比773億円増加）とな
りました。

A

個人向け 法人向け（譲渡性預金含む）

個人向け 法人向け

0

4,000

6,000

8,000

0

6,000

8,000

10,000

6,387

7,683
8,130

284

976

2,073

6,672

8,659

10,204

5,305
5,819 6,336

748

1,545
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■貸借対照表（2011年3月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　    （単位：百万円）

■信託財産残高表（監査対象外）（2011年3月31日現在）　　　　　　　  （単位：百万円）

■損益計算書（2010年4月1日～ 2011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

15,612

27,000

59,736

268,443

813,747

3,522

4,853

1,618

2,390

150

貸倒引当金 △7,648

1,189,425

925,617

94,850

10,000

29,160

662

18,780

224

11

1

150

1,079,458

45,000

17,803

44,640

107,443

2,523

2,523

109,967

1,189,425

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

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

1,138

26,868

1,396

1,060

538

23,607

8,085

3,619

9,110

その他業務費用 331

2,460

7,394

11

7,383

3,409

△ 421

2,987

4,395

科　目 金　額 科　目 金　額

経常収益 31,002

額　金目　科

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

164,498

48,404

209,197

89,601

765,716

156,504

1,947

1,586

662

103,403

1,541,523

260,065

68,789

7,112

1,205,556

1,541,523

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。

　　不良債権比率（リスク管理債権比率※）は、
2011年3月期末で1.53%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。

不良債権の状況はどうなっていますか？Q .5

格付けを教えてください。Q .6

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います。

A

2.47%

1.59% 1.53%

2.53%

1.28%

※ 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。

財務諸表

長期格付け

（単位：億円）

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

不良債権比率の推移 当社全国銀行平均

1.00％

2.00％

3.00％

0.00％
2009年3月期末 2010年3月期末 2011年3月期末
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　総合的なサービスを提供する銀行としてでは
なく、特定分野に強みを発揮する銀行として、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や教育ロー
ン、多目的ローンを提供しています。
（※本誌では、不動産投資ローン・住宅ローンを総称して「住
宅ローン」と表現しています。）

個人部門
　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幅広い取り引きニーズにき
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。
　また、資金運用をされているお客さまに対し
て、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。

法人部門

■ 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 土日祝および12/31～1/3休）
※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、
　土日祝も受け付けしております。（1/1のみ休）

　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。

信託部門

借りかえローン「バンクプレミア」

アパートローン

住宅ローン

セカンドハウスローン

不動産投資ローン

無担保ローン

住宅ローン

投資用セカンドハウスローン

教育ローン・多目的ローン

eダイレクト預金

ダイレクト預金

預　金

商品名 お問い合わせ先

eダイレクト預金デスク
        0120-145-094（9：00～18：00 土日祝および12/31～1/3休）
※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、
　土日祝も受け付けしております。（1/1のみ休）

住宅ローンプラザ
       0120-094-256（9：00～17：20   土日祝および12/31～1/3休）

ローンデスク　　
       0120-552-189（9：00 ～ 18：00   土日祝および12/31～1/3休）

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）

主要業務のご紹介
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■ 主な個人向け預金・ローン商品



　オリックスグループは、事業活動のみでは貢献できない分野へ継続的な支援を行っています。社会
的ハンディキャップのある人たちや将来を担う子ども・青少年の健全な育成への支援、音楽・文化芸
術、スポーツ振興、環境保全、国際協力などの分野への支援活動を、公益財団法人オリックス財団や
オリックス・バファローズなどを通じて積極的に取り組んでいます。

　公益財団法人オリックス財団では、ゴールデン
ウィーク期間中、延べ約140人のオリックスグルー
プ社員を宮城県石巻市に、ボランティアとして派
遣いたしました。現地では、主に被災した個人居
宅等での泥だしや瓦礫の片付けなどの支援活動
を行いました。また、オリックスグループでは、東日
本大震災のボランティア参加支援として、既存の
ボランティア休暇制度に加え、交通費、宿泊費の
支給などを行っています。これからも、被災地の方々

のお役に立つような支援を行ってまいります。

東日本大震災被災地への社員ボランティア派遣

ボランティアに参加したオリックスグループ社員

オリックスグループのエコサービス総合サイト「ECORIX Navi」（エコリックスナビ）

　2011年４月、オリックスは、グループで手が
ける環境・エネルギーサービスや環境に関連す
るさまざまな情報をご紹介する専門ウェブサイト
「ECORIX Navi」（エコリックスナビ）をグランド
オープンしました。太陽光発電などの再生可能
エネルギービジネス、環境配慮型不動産開発、
カーシェアリングなど、オリックスグループのさま
ざまな環境ビジネスや環境情報について、日本
語・英語・中国語の3カ国語で、詳しくご紹介して
います。

 

オリックスグループのエコサービス総合サイト「ECORIX Navi」（エコリックスナビ）をグランドオープン

　オリックス・バファローズでは、球団公式チア
チーム「Bs Dreams」の現役・OGメンバーがイ
ンストラクターをつとめるチアダンスアカデミー
を開催しています。バファローズが大好き！踊る
ことが大好き！という女の子たちが、バファロー
ズの公式戦やイベント出演に向けてレッスンに
励んでいます。
　レッスンでは、チアダンスに必要な基礎技術の
習得に加え、「応援する・踊る」楽しさと、「仲間と
ともに、目標に向かって努力すること」の大切さ
を学んでいます。オリックス・バファローズで

は、今後も子どもたちに夢を与える活動を行っ
てまいります。

オリックス・バファローズ チアダンスアカデミー

チアダンスアカデミー ◯C ORIX Buffaloes 11-009

　オリックスグループは、環境方針を定め、2012年度までの活動を「ECORIX2012」として推進し、
「社会」「お客さま」｢自ら｣の低炭素化に取り組んでいます。

環境ビジネスの一例 カーシェアリング　

オリックス自動車では、カーシェアリングサービス
「オリックスカーシェア」を取り扱っています。
カーシェアリングとは、１台のクルマを１人で所有す
るのではなく、複数のクルマを多数の会員で共有
（シェア）するサービスです。クルマにかかる費用を
会員同士で分担するため、１人あたりの費用負担を
軽減することができます。
カーシェアリングが普及すると社会全体のクルマの
台数が減り、省エネやＣＯ２の排出抑制につながり

ます。さらに、オリックスカーシェアでは、クルマから
排出されるＣＯ２のすべてを相殺する自己事業活動
型のカーボンオフセットを導入していますので、より
一層環境にやさしくクルマをご利用いただけます。

オリックスカーシェア  ＞＞   　http://www.orix-carshare.com/

「ECORIX Navi」（エコリックスナビ） 
＞＞   　http://www.orix-eco.jp/

～環境にもおサイフにもやさしい、スマートなクルマの使い方～

オリックスグループの社会貢献活動・環境活動
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