
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。

ミニ・ディスクロージャー誌　2015年3月期中間期

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。
　このたび、お客さまとの対話に役立てたいと考え、
2015年3月期中間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。
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わが国の経済は、消費税引き上げに伴う駆け込み需

要の反動の影響が見られましたが、雇用・所得環境は

着実に改善が続き、個人消費は底堅く推移し、全体と

しては反動の影響も徐々に和らいできています。企業

の業況感も、一部業種において弱めの動きとなってい

ましたが、総じて良好な水準が維持され、設備投資も

増加する見込みです。

海外経済は、新興国の一部になお緩慢さを残しつつ

も、先進国を中心に回復していますが、新興国・資源

国経済の動向や、欧州債務問題の今後の展開、米国経

済の回復ペースなどには注視が必要です。

このような中、消費税増税後の不動産投資マーケッ

トは一時反動減が見受けられたものの引き続き堅調

で、当社の主力商品である「不動産投資ローン」も順調

に残高を積み上げられました。

その結果、経常収益205億円（前年同期比30億円増

加）、中間純利益44億円（同9億円増加）と、好調な業

績を収めることができました。

当社は、1998年のオリックスグループ入り以来、イ

ンフラコストをかけず特定分野に絞ることで、お客さま

のニーズにお応えできるよう、商品・サービスに磨き

をかけてまいりました。

窓口店舗をもたないため、お客さまにご来店いただ

くことなく取り引きが可能な預金やカードローン、金

銭信託などの商品・サービスをご用意しています。

近年、インターネット上での金融犯罪が増加傾向に

あることを踏まえ、インターネットバンキング・サービ

スをより安全にご利用いただけるように、ウェブサイ

トにセキュリティに関する情報を公開し、随時更新して

います。今後も、お客さまに安心してお取り引きいただ

ける環境の整備に注力してまいります。

さらに、お客さまのニーズにお応えできるよう、今後

も新たな商品のご提供とサービスの充実に努めてまい

ります。

引き続きご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

2014年12月

2015年3月期中間期（2014年9月期）の業績 安心してご利用いただける銀行を目指して
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トピックス　　

©ORIX Buffaloes
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2014年シーズンは、パ・リーグ2位という成績を収めることができました。シー

ズン終盤には、応援いただいた皆さまへの感謝の意を込めて、オリックスグループ

を上げて応援感謝キャンペーンを実施しました。

あわせて、オリックスグループ応援感謝サイト「TEAM ORIX」を開設するととも

に、関西エリアにてオリックスグループのテレビCMを放映しました。

これからも、オリックスグループは「TEAM ORIX」として、日々お客さまの夢や

希望をかなえるために挑戦し続けてまいります。

オリックス・バファローズへのますますのご声援と、「TEAM ORIX」へのご愛

顧を、引き続きよろしくお願いいたします。

応援感謝サイト

http://www.team-orix.jp/
TEAM ORIX
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お知らせ

篠原涼子さんと広告出演契約を締結

新生フィナンシャルとカードローン保証業務で提携

数多くのドラマや映画に出演され、男女問わず幅広

い年齢層から人気を得ている篠原涼子さんと、広告出

演契約を締結しました。

これにより、既にオリックス銀行の広告に出演いた

だいているイチロー選手と篠原涼子さんの二枚看板で

「オリックス銀行カードローン」の広告を展開してまい

ります。

ウェブサイト限定のオリジナル動画も公開しています

ので、ぜひご覧ください。

新生フィナンシャル株式会社（本社：東京都千代田

区、代表取締役：杉江 陸）との間で、カードローン保証

における業務提携契約を締結しました。本提携により、

これまでのオリックス・クレジット株式会社による保証

だけでなく、新生フィナンシャル株式会社による保証

が加わることで、より幅広くお客さまにカードローンを

ご利用いただくことが可能となります。

「オリックス銀行カードローン」の審査において、
オリックス・クレジットの保証審査でご希望に添
えない場合に、新生フィナンシャルにて保証審査
を行います。

2014年10月31日

http://www.orixbank.co.jp/cm/

概 要

保証審査開始日
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オリックスグループの社会貢献活動

オリックスグループでは、事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月に「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日に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、2014年6月25日に「公益財団法人オリックス宮内財団」へ名称変更しました。

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。

2014年8月5日の午前と午後の2回、首都圏にお住まいの障がいのある方や
そのご家族など、総勢約3,000名を東京芸術劇場にご招待し、新日本フィルハー
モニー交響楽団の演奏と、宮川彬良氏の指揮・ピアノによるコンサートを開催
しました。

今回はオーケストラとダンスのコラボレーションにより、幅広い層の招待者
に音楽の楽しさを味わっていただきました。今後も、障がいのある方や児童養
護施設の児童などに向けて、音楽・芸術分野での活動を展開していく予定です。

2014年6月28日、東日本大震災復興支援の第3回チャリティフェス
タを、オリックス銀行本店でもある東京都港区のオリックス乾ビルで開
催し、地域住民など157名に来場いただきました。この活動は、被災
地に行く機会のないオリックスグループ社員の「東京で何か支援がで
きないか」という声から、震災孤児・遺児支援を目的として地元町内会
との共催により始まり、社員ボランティア活動として定着しています。

2014年8月1日～3日に、長崎県児童養護施設の児童と職員
62名を2泊3日の関西旅行にご招待しました。今回も、オリック
ス・バファローズの試合観戦、京都水族館やユニバーサル・スタ
ジオ・ジャパン®の見学を通じ、のびのびと夏休みの3日間を過
ごしていただきました。開催は18回を迎え、これまで多くの児
童に参加いただきました。今後も、社会福祉分野における活動の
ひとつとして継続していく予定です。

第5回オリックスグループ音楽芸術フェスタ

第3回復興“未来”チャリティフェスタ

長崎県児童養護施設の児童を関西旅行へご招待

http://www.orixbank.co.jp/cm/

©堀田力丸

©堀田力丸
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オリックスグループの環境への取り組み

環境方針 　オリックスグループは、お客さまや社会のニーズを捉え、ビジネスを通じて環境・エネルギー問題の
解決に貢献します。また、事業領域の拡大・成長による変化を踏まえ、これに適った対応を進めます。

オリックスグループでは、事業活動を通じて「創る」と「使う」の両輪で社会に貢献します。

オリックスグループが提供するエコサービスやグループのエコ活動は以下をご参照ください。
エコサービスガイド▶http://www.orix.co.jp/grp/env_soc/environment/report.html

創
る

枯
渇
し
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
挑
戦

　再生可能エネルギーによる発電や割安な電力の供給、省エネルギーサービスなど、エネルギーサービス
の川上から川下までのさまざまな分野において、お客さまのニーズにお応えします。

メガソーラー　オリックス株式会社、株式会社キューコーリース

　自治体や企業などが保有する全国の遊休地を賃借し、最大
出力1MW以上の大規模な太陽光発電所（メガソーラー）を建
設し、運営しています。

地熱・風力などの新エネルギー事業の推進　オリックス株式会社

　太陽光のみならず、地熱、風力、バイオマス発電などの再生
可能エネルギーを活用した発電事業を積極的に推進していま
す。グループで運営している「杉乃井ホテル」（大分県別府市）で
は、自家用では国内最大級の規模となる最大出力1.9MWの地
熱発電所を保有、運営しています。また、群馬県では「吾妻木
質バイオマス発電所」を運営しています。

太陽光発電システム販売　オリックス株式会社

　メーカーからの機器の直接仕入れや全国の工事会社とのネットワークによるスケールメリットを活か
し、割安な価格でお客さまのシステム投資をサポートします。

ミニ・ディスクロージャー誌 ミニ・ディスクロージャー誌7



使
う

環
境
配
慮
型
社
会
の
実
現
に
向
け
て

蓄電システムレンタルサービス　ONEエネルギー株式会社

　ONEエネルギーでは、蓄電池レンタルと電力の見える化、節電をサポートするアプリケーションを組
み合わせた家庭向けエネルギーサービスを展開しています。災害発生時の非常用電源を確保するだけで
なく、電力の見える化と最適な
電力使用方法の提供により、電
力利用料金の削減や昼間の最
大需要電力の抑制（ピークカッ
ト）にも貢献します。

自動車の環境配慮型トータルサービス　オリックス自動車株式会社

　「リース」「レンタカー」「カーシェアリング」から「中
古車販売」、付加価値の高い「車両管理サービス」ま
で、クルマのライフサイクルの各時点で環境負荷低減や
CO2排出量の削減、環境意識の醸成に役立つサービス
を総合的にご提供します。

環境配慮型不動産事業

　オリックスグループは環境性能の高いオフィス・商業施設・物流施設・住まいなどの不動産開発を行
うほか、ゴルフ場、ホテル、水族館などの運営施設における環境負荷低減にも取り組んでいます。

オリックスグループのエコ活動
沖縄サンゴ礁再生プロジェクト
SANGO ORIX

　サンゴ礁が持つ高い生物多様性の保持能力を守り、美しい海を次世代へ残すた
め、オリックス不動産は、2008年に沖縄サンゴ礁再生プロジェクト「SANGO 
ORIX」 を開始しました。現在も、沖縄県の海域でサンゴの移植活動を行ってい
ます。
　有限会社海の種および沖電開発株式会社と連携し、サンゴ礁の成長状況など
の確認調査を含めた保全・再生活動を続け、2014年7月までに7,600本のサンゴ
を移植しました。合計で10,000本の移植を予定しています。
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Q&A 業績ハイライトについてお答えします

経常収益は、貸出金利回りが低下しましたが、貸

出金が順調に増加および調達コストの低下による資

金運用収益の増加や、順調に債権回収が進んだこと

による貸倒引当金の戻し入れなどにより、 205億円

（前年同期比30億円増加） となりました。

一方、経常費用はカードローン事業の強化に伴い

広告宣伝費を中心とした営業経費の増加などによ

り、 135億円（同17億円増加） となりました。

以上により、経常利益は 69億円（同12億円増加）、

中間純利益は 44億円（同9億円増加） となりました。

2012年9月期 2013年9月期 2014年9月期
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0

164 174

205億円

30

20

10

40

50

0

33 34

2012年9月期 2013年9月期 2014年9月期

44億円

2015年3月期中間期（2014年9月期）の業績はどうでしたか？Q
1

A

（単位：億円） （単位：億円）経常収益（売上高）の推移 中間純利益の推移
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2013年9月期末 2014年3月期末 2014年9月期末

2,790

11,105
12,073

8,314

3,054

9,018

2,866

9,323

0

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000 1兆2,190億円

2013年9月期末 2014年3月期末 2014年9月期末

1,542

9,926
10,653

8,384

1,704

8,949

1,638

9,529

0

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000 1兆1,168億円

預金と貸出金の状況はどうですか？Q
2

預金の状況

個人向けのインターネット取引専用預金「ｅダイレ

クト預金」を中心に残高は堅調に増加し、 2014年9

月期末残高は1兆2,190億円（前期末比117億円増

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

不動産投資ローン残高が順調に増加し、 2014年9

月期末残高は1兆1,168億円（前期末比514億円増

加） となりました。

A

預金残高の推移 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

（単位：億円）（単位：億円）

ミニ・ディスクロージャー誌 ミニ・ディスクロージャー誌 10



大型案件の受託や「eダイレクト金銭信託」の販売

などにより、 2014年9月期末残高は4,423億円（前

期末比15億円増加） となりました。

自己資本比率※ は2014年9月期末で10.9% 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。

（単位：億円）

3,000

6,000

0
2013年9月期末 2014年3月期末 2014年9月期末

5,166
4,407

4,423億円

Q&A 業績ハイライトについてお答えします

信託業務の状況はどうですか？Q
3

A

財務の健全性はどうですか？Q
4

A

2014年9月期末 10.9%
自己資本比率

信託財産残高の推移
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不良債権比率（リスク管理債権比率※）は2014

年9月期末で0.52% となり、引き続き低水準で推

移しています。

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。

1.00%

2.00%

3.00%

0.00%
2013年9月期末 2014年3月期末 2014年9月期末

当社

0.72% 0.63%

2.00%2.20%

全国銀行平均

0.52%

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。

※ 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ですか？Q
5

A

格付けを教えてください。Q
6

A

不良債権比率の推移

長期格付け
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中間貸借対照表 （2014年9月30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 29,614 預金 1,072,114
コールローン 24,000 譲渡性預金 146,920
買入金銭債権 56,283 コールマネー 10,000
有価証券 289,846 借用金 148,500
貸出金 1,116,850 信託勘定借 1,072
その他資産 5,592 その他負債 15,393
有形固定資産 4,679 賞与引当金 304
無形固定資産 3,465 退職給付引当金 54
繰延税金資産 518 役員退職慰労引当金 0
支払承諾見返 6,876 支払承諾 6,876
貸倒引当金 △ 4,196 負債の部合計 1,401,236

純資産の部
資本金 45,000
資本剰余金 17,803
利益剰余金 66,865
株主資本合計 129,669
その他有価証券評価差額金 2,623
評価・換算差額等合計 2,623
純資産の部合計 132,293

資産の部合計 1,533,529 負債及び純資産の部合計 1,533,529

信託財産残高表 （2014年9月30日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

貸出金 32,440 指定金銭信託 27,203
有価証券 45,678 特定金銭信託 6,431
信託受益権 8,997 金銭信託以外の金銭の信託 56,643
受託有価証券 2,847 有価証券の信託 2,847
金銭債権 184,622 金銭債権の信託 2,157
有形固定資産 136,682 包括信託 347,062
その他債権 1,216
銀行勘定貸 1,072
現金預け金 28,786
資産合計 442,346 負債合計 442,346

注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

中間損益計算書 （2014年4月1日～2014年9月30日） （単位：百万円）

科 目 金 額

経常収益 20,502

信託報酬 204

資金運用収益 16,075

役務取引等収益 855

その他業務収益 198

その他経常収益 3,168

経常費用 13,526

資金調達費用 2,271

役務取引等費用 2,828

営業経費 8,412

その他経常費用 14

経常利益 6,975

特別損失 0

税引前中間純利益 6,975

法人税、住民税及び事業税 1,678

法人税等調整額 838

法人税等合計 2,516

中間純利益 4,459

財務諸表（監査対象外）
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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  （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）

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
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）

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）
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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 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 536名

会社概要 （2014年10月31日現在）

TEL：03-6722-3600(代)

（発行：2014年12月）

 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

表紙写真

すみだ水族館（東京都墨田区）のマゼランペンギン
［左］パイン（雄）　［右］イチゴ（雌）


