
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

ミニ・ディスクロージャー誌　2013年3月期



　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。
　このたび、お客さまとの対話に役立てたいと考え、
2013年3月期の業績やトピックスについてまとめた
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。

ごあいさつ

オリックス銀行株式会社
代表取締役社長
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2013年3月期の業績
当期の日本経済は、国内需要が底堅く推移する一

方、世界経済の減速や円高などにより総じて横ばい圏
内の動きで推移しましたが、2012年12月の新政権発
足後は、円安や株価上昇が進むなど回復に向けた動き
となりました。
金融面では、長・短期金利が低水準で推移する中、

日本銀行の更なる金融緩和政策が継続される見込み
です。
世界経済は、米国は家計部門を中心に底堅く成長

し、新興国は中国が持ち直した一方で、欧州は債務問
題による金融危機のリスクは後退したものの、引き続
きマイナス成長が続く見通しです。
今後の日本経済は、当面は新政権の景気対策や、消

費者心理の改善により、回復が続く見通しですが、世
界経済を巡る不確実性などが引き続き大きく、景気の
下ぶれリスクにはなお注意が必要です。
このような事業環境のもと、オリックス銀行では、住
宅ローンをはじめ、特定の分野において強みを発揮し、
またカードローンは順調に残高を積み上げるなど、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320億円（前期比0.8%増加）、

当期純利益60億円（同14.7%増加）の業績を収めるこ
とができました。また、譲渡性預金を含む預金残高は
1兆795億円（前期末比1.6%増加）となりました。

優良かつ特色ある銀行を目指して
当社は、銀行として事業を展開するうえで、法令等

遵守、お客さまへの説明・サポートおよび各種リスク
管理など内部管理態勢の強化を経営の重要課題と位
置づけており、健全な事業活動の遂行と適切な情報開
示に努めてきました。特に事業分野および業容拡大に
伴う資産のリスク・プロファイルの変化に応じた実効性
のある各種リスク管理態勢の構築を継続して図ってい
ます。
本年3月末には、金融円滑化法の期限が到来しまし

たが、今後も従来通り、お取引先の中小企業のお客さ
まに対して、適切に金融仲介機能を発揮し、資金需要
や貸付条件の変更等のお申し出に対し、真摯かつ丁寧
な対応を行ってまいります。
また、2013年4月1日より犯罪収益移転防止法が
改正され、本人確認手続きが変更となったことに伴
ない、適切な対応を行うための態勢整備を図ってい
ます。
当社は、これからもオリックスグループの銀行とし

て、これまで培ってきた金融サービス分野における専
門性・優位性を発揮し、「業界トップクラスの高い収益
性を実現し、資産バランスのとれた優良かつ特色ある
銀行」を目指してまいります。

2013年6月
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イチロー選手を起用した初のテレビCMを
放映開始しました

2013年2月より、イチロー選手を起用したオリック
ス銀行として初めてのテレビCMを放映開始しました。
オリックス銀行はこのテレビCMを通じて、より多く
のお客さまに「オリックス銀行」を認知いただくととも
に、魅力的な金融商品・サービスを提供することで、

トピックス

Topics

1

より一層「お選びいただける銀行」「ご利用いただける
銀行」を目指してまいります。
テレビCMは当社ウェブサイトにてご覧いただくこ

とができます。
http://www.orixbank.co.jp/cm/
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オリックス銀行は、8月23日で設立20周年を迎えます

20周年記念ロゴマーク
設立20周年を広くお知らせすることを目的に記念ロゴマークを制定しました。
この記念ロゴは、ウェブサイトや広告、お客さまへのお知らせなどに掲載してま
いります。

オリックス銀行はおかげさまで、2013年8月23日
に設立20周年を迎えます。
これまで支えていただいたすべての皆さまに心よ

り感謝申し上げます。
オリックス銀行は1993年8月に山一信託銀行として
設立し、1998年4月にオリックスグループ入りしまし
た。以来、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定期預金、不動産投資
ローンなどを中心とした得意分野に特化することで業
容を拡大してまいりました。
2011年3月末には預金残高が1兆円を突破し、これ

を契機に、お客さまにとってよりわかりやすく、より身

Topics

2

近な銀行となるため、同年10月に社名を現在のオリッ
クス銀行に変更しました。
2012年3月には「オリックス銀行カードローン」を、

2013年5月には「eダイレクト金銭信託」の取り扱いを
開始しました。
今後も役職員が一丸となり「ニッポンの銀行に、しな

やかな発想を。」のスローガンのもと、常にお客さまの
目線に立って考え、従来の銀行の枠にとらわれない
サービスの創造にチャレンジしてまいります。
これからも、オリックス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。
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ORIX Bank Information

「オリックス銀行オリジナル イチロー選手QUOカード」 
プレゼントキャンペーンを実施中

お知らせ

オリックス銀行は、今年でグループ入り15周年、
設立20周年を迎えます。2012年3月に発売した
「オリックス銀行カードローン」も1周年を迎えまし
た。これを機に、お客さまへの感謝をこめて、「オ
リックス銀行オリジナル	イチロー選手QUOカー
ド」のプレゼントキャンペーンを実施しています。

■ キャンペーン期間
2013年4月1日（月）〜2013年7月31日（水）

■ 内容
発売1周年を記念して、キャンペーン期間中に

「オリックス銀行カードローン」をご成約された
お客さまに、もれなく「オリックス銀行オリジナ
ル	イチロー選手QUOカード」1,000円分をプ
レゼントします。
カードローンお申し込み以外に、キャンペー

ンへのエントリーは不要です。
なお、QUOカードは、ご成約手続き完了後

に、ご契約通知書またはカード発送の際に同封
してお届けします。
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「eダイレクト金銭信託」を新発売しました

2013年5月7日より金銭信託（愛称）「eダイレ
クト金銭信託」（以下「eダイレクト金銭信託」）の取
り扱いを開始しました。
「eダイレクト金銭信託」は、インターネットでお
申し込みいただく予定配当率型の貸付金運用型
金銭信託です（※）。お客さまからお預かりした資金
を、当社が厳選した企業への貸付金として運用す
るシンプルな仕組みが特徴で、インターネットで
お申し込み手続きを完了することができます。
（※）法人のお客さまは、お申し込み方法が異なります。

特徴1  インターネットで24時間お申し込みができる

特徴2  運用がシンプル

特徴3  お預かりした資金は当社が厳選した上場企業への貸付金で運用

http://www.orixbank.co.jp/personal/trust/
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Q&A 業績ハイライトについてお答えします

Question 1

2013年3月期の業績はどうでしたか？

Answer

経常収益は、金利水準の低下による貸出金利回り
の低下や信託報酬の減少がありましたが、営業資
産の伸長によって、資金運用収益が増加（前期比6
億円増加）したことなどにより、320億円（同2億円
増加）となりました。

また、カードローン事業への広告宣伝費を中心に
営業経費が増加しましたが、信用リスク管理の強化
により貸倒引当金繰入額が減少した結果、経常利益
は98億円（同2億円増加）、当期純利益は60億円
（同7億円増加）と、増収増益となりました。
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Question 2

預金と貸出金の状況はどうですか？

Answer

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」を中心に残高が堅調に増加したことに
より、期末残高は1兆795億円（前期末比176億円
増加）となりました。
（注）預金残高には譲渡性預金を含みます。

貸出金の状況
期末残高は9,636億円（前期末比394億円増加）

となりました。当社の主な収益基盤である住宅ロー
ン事業では、長年にわたり築き上げてきたネット
ワークやノウハウなどの強みを生かし、貸出金残高
を順調に伸ばすことができました。
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預金残高の推移� （単位：億円）

	個人向け  	法人向け（譲渡性預金含む）

貸出金残高の推移� （単位：億円）

	個人向け  	法人向け
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Q&A�業績ハイライトについてお答えします

Question 4

財務の健全性はどうですか？

Answer

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2013年3月期末で12.0%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
融庁告示第19号に定められた算式により算出しています。

Question 3

信託業務の状況はどうですか？

Answer

国内の流動化市場の低迷により、期末残高は
6,888億円（前期末比4,369億円減少）となりま
した。
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自己資本比率とTier�Ⅰ（中核的自己資本）比率の推移
	自己資本比率  	TierⅠ	比率

信託財産残高の推移� （単位：億円）
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Q&A�業績ハイライトについてお答えします

Question 5

不良債権の状況はどうですか？

Answer

不良債権比率（リスク管理債権比率※）は2013
年3月期末で0.97%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。

Question 6

格付けを教えてください。

Answer

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。
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1.39%1.53%
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長期格付け不良債権比率の推移
	全国銀行平均  	当社

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。
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財務諸表

貸借対照表 （2013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 22,157 預金 951,211
コールローン 26,000 譲渡性預金 128,330
買入金銭債権 77,521 コールマネー 5,000
有価証券 218,596 借用金 92,010
貸出金 963,601 信託勘定借 600
その他資産 3,479 その他負債 16,443
有形固定資産 4,709 賞与引当金 250
無形固定資産 3,234 退職給付引当金 27
繰延税金資産 1,919 役員退職慰労引当金 0
支払承諾見返 3,195 支払承諾 3,195
貸倒引当金 △ 5,714 負債の部合計 1,197,069

（純資産の部）
資本金 45,000
資本剰余金 17,803
利益剰余金 55,893
株主資本合計 118,697
その他有価証券評価差額金 2,934
評価・換算差額等合計 2,934
純資産の部合計 121,631

資産の部合計 1,318,700 負債及び純資産の部合計 1,318,700

信託財産残高表（監査対象外） （2013年3月31日現在）（単位：百万円）
科�目 金�額 科�目 金�額

貸出金 19,838 特定金銭信託 6,909
有価証券 78,854 金銭信託以外の金銭の信託 110,986
信託受益権 97,855 有価証券の信託 56,204
受託有価証券 56,201 金銭債権の信託 3,963
金銭債権 272,413 包括信託 510,813
有形固定資産 113,082
その他債権 1,437
銀行勘定貸 600
現金預け金 48,593
資産合計 688,877 負債合計 688,877

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 （2012年4月1日〜2013年3月31日）	 （単位：百万円）
科�目 金�額

経常収益 32,006
信託報酬 630
資金運用収益 28,239
役務取引等収益 1,675
その他業務収益 510
その他経常収益 949
経常費用 22,162
資金調達費用 5,564
役務取引等費用 4,247
その他業務費用 6
営業経費 11,986
その他経常費用 358
経常利益 9,844
特別損失 65
税引前当期純利益 9,779
法人税、住民税及び事業税 3,406
法人税等調整額 360
法人税等合計 3,766
当期純利益 6,012
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オリックスグループでは、企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「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、「公益財団法人オリックス財団」として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。

前期下半期は上半期に引き続き児童福祉施設の児童や障がい者、震災で首都圏に避難中のご家族への支援として、オリックスグ
ループ各施設への招待企画及び新日本フィルハーモニー交響楽団を交えた次のような活動を実施しました。

2012年12月〜2013年3月にかけ、オリックスグループが国
内で運営している3水族館（新江ノ島水族館、すみだ水族館、京
都水族館）へ、同水族館所在の各都府県から児童養護施設、母子
生活支援施設、障がい者・障がい児施設利用者及び東日本大震
災以降避難されている家族の方々、計1,100名強を招待しまし
た。開業1年未満のすみだ、京都両水族館では初めてのご招待
です。新江ノ島水族館は障がい者・障がい児施設利用者とその
ご家族・同施設職員のみに開放し、初の全館1日貸切にしました。

オリックスグループが運営する3つの水族館へのご招待

東日本大震災復興支援コンサートの開催
2013年3月31日（日）、東日本大震災復興支援を目的に、オ

リックスグループは1,300人規模でのチャリティコンサートを日
比谷公会堂にて開催しました。被災者家族を中心に、オリックス
グループ本社のある東京都港区民はじめ東京都民を幅広く、無
料でご招待しました。「音楽の魅力を通して被災地の復興を」を
テーマに、音楽番組などでおなじみの宮川彬良氏による巧みな
司会進行も交え、最後は来場者全員で歌唱するなど、会場全体
が一体感に包まれました。通常のフルオーケストラコンサートと
は一味違う「親近感」が、招待者にもご好評をいただきました。

オリックスグループの社会貢献活動

©K.MIURA

©K.MIURA
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お問い合わせ先

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（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

日祝も受付しています（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（9:00〜17:00 土日祝および12/31〜1/3休み）
●資料請求
	 7 0120-094-089（9:00〜18:00 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）

金銭信託 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（9:00〜17:00 土日祝および12/31〜1/3休み）

不動産投資ローン
アパートローン

住宅ローンプラザ
●各種お問い合わせ
	 7 0120-094-256（9:00〜17：20 土日祝および12/31〜1/3休み）

投資用セカンドハウスローン

住宅ローン
住宅ローン
セカンドハウスローン

カードローン 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（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
	 7 0120-890-699（9:00〜18:00 土日祝および12/31〜1/3休み）

目的ローン

借りかえ専用ローン
「バンクプレミア」

ローンデスク
●商品内容
	 7 0120-552-189（9:00〜18:00 土日祝および12/31〜1/3休み）
オペレーション・サービス部
●繰上返済などのお手続き
	 03-6722-3650（9:00〜17:20 土日祝および12/31〜1/3休み）
●各種お手続き、証明書発行など
	 03-6740-8890（9:00〜17:20 土日祝および12/31〜1/3休み）

教育ローン・多目的ローン
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 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。

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

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 東京都港区芝3-22-8	オリックス乾ビル	〒105-0014

代表取締役社長 潮	明夫

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 522名

会社概要 （2013年4月30日現在）
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東京都港区芝3-22-8 オリックス乾ビル 〒105-0014
TEL：03-6722-3600(代)　http://www.orixbank.co.jp/

（発行：2013年6月）


