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　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。

　ここに、当社の業績と事業内容などをコンパクト
にまとめた2017年3月期中間期(2016年9月期)
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。
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　日本経済は、新興国経済の減速の影響等から、輸出や鉱
工業生産は、ほぼ横ばいの動きとなっていますが、企業収益
が高水準で推移するなか、設備投資は緩やかに増加してい
ます。一方、個人消費が当期に入っても弱含みで、全国コア
CPI（生鮮食品を除く）も前年比マイナスが続いています。こ
うした状況を受けて、９月には日本銀行が2％のインフレ目
標の実現のために「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」
を導入して、さらなる金融緩和政策が維持されています。
　このような事業環境のもと、オリックス銀行では、これま
で培ってきた独自のビジネスモデルにより、お客さまの多様
なニーズに真摯にお応えするよう努めてまいりました。その
結果、住宅ローンは当期も残高を順調に積み上げ、カード
ローンも2016年5月に残高1,000億円を突破することがで
きました。
　2017年3月期中間期は、経常収益244億円（前年同期比
14.4％増）、中間純利益58億円（同30.5％増）といずれも中
間期では過去最高額となり、また、譲渡性預金を含む預金残
高は1兆4,886億円（前期末比6.5％増）となりました。

　当社は、1998年にオリックスグループ入りして以来、店舗
を持たずに金融サービスを提供するユニークな銀行とし
て、お客さまのニーズにお応えしてきました。
　預金やカードローン、金銭信託などはインターネットや電
話を中心にサービスを展開し、住宅ローンや法人融資は、お
客さまと直接ご対面して、じっくりとお話をお聞きすること
により、最適なソリューションをご提案しています。
　また、当社はそれぞれ特徴のある金融商品のご提供に努
めてきました。
　例えば、定期預金は、お客さまの資金運用ニーズに合わ
せて、最短2週間から最長5年までの中からお選びいただ
け、金利も魅力的なものとなっています。住宅ローンは、当
社が不動産投資ローンを長年提供することにより蓄積して
きたノウハウと幅広いネットワークを活用することにより、
お客さまの多様なニーズに柔軟に対応できる商品になって
います。また、カードローンは、2012年3月の発売開始から、
お客さまのライフステージの変化による資金ニーズに合わ
せたサービスを提供することにより、順調に残高を伸ばして
きました。
　これからも、当社はオリックスグループの銀行として、得
意な分野のサービスに磨きをかける一方、時代の変化とと
もに多様化していくお客さまの新たなニーズに対応するた
めに、当社自身が変わっていくことを通じて、“オリックス”ら
しいユニークなサービス、価値を創り出していきますので、
引き続きご愛顧のほど、よろしくお願い申しあげます。

2016年12月

2017年3月期中間期
（2016年9月期）の業績

「ほかにはないアンサーを。」
～オリックスグループの銀行として
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オリックスのブランドストーリー



ミニ・ディスクロージャー誌 ミニ・ディスクロージャー誌 4

オリックスは、

多様な活動を通じて経済やくらしに新たな活力を与え、

いきいきとした社会づくりに貢献していきます。

そのために、お客さまを深く理解し、

ニーズや課題に対して諦めずに取り組むことで、

確かな信頼関係を築くことを大切にしています。

また、専門性を高めた幅広い事業の連携と、

オリジナルな視点の提案で、

新たな発見や喜びをお届けする企業でありたいと思っています。

「また、オリックスで。」と言っていただけるよう

丁寧な気配りと最適なサービスの提供を心がけ、

私たちは日々努力してまいります。

“企業や人々に新たな「活力」を。”

オリックスは、これからも挑戦し続けます。



1 ためる

■ 預金
口座への入出金や振り込みなどの手続きを受け付ける店舗を持たず、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ご提供しています。

eダイレクト預金

インターネット取引専用預金。通帳・預
金証書は発行しませんが、eダイレク
ト預金口座を開設することにより、普
通預金のお預け入れ、定期預金の作成・
解約、残高照会などの手続きを、イン
ターネットで行うことが可能です。
◦   「eダイレクト2週間定期預金」  

2週間で満期が到来し、短期間で確
実な利息が得られます（最低預入金
額50万円以上）。

◦   「eダイレクト定期預金」  
6カ月～5年まで幅広い期間を自由
に選択可能です（最低預入金額100
万円以上）。

ダイレクト預金

1999年3月に誕生した日本初の無店
舗販売方式による通販型定期預金。
通帳・キャッシュカードはなく、定期
預金証書を発行します。

インターネット取引専用預金

安心の元本保証 高水準な金利 預金保険の対象

通販型定期預金

証書発行 安心の元本保証 預金保険の対象

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・サービスをご提供しています。

商品のご案内

ミニ・ディスクロージャー誌5



eダイレクト定期預金　ダイレクト預金
お金も、健康も、大切な財産だから。オリックス銀行は応援します！

TOPICS▶▶▶「あずけた人ほどトクするキャンペーン」実施中

キャンペーン期間 2016年11月1日（火）～2017年2月28日（火）
※eダイレクト2週間定期預金は除きます。

2016年11月1日から2017年2月28日までの間、個人向けの「eダイレクト定期預金（eダイレクト2
週間定期預金を除く）」および「ダイレクト預金」にて、「あずけた人ほどトクするキャンペーン」を実
施しています。

キャンペーンは、所定の条件を満たしていただいたお客さまが対象になります。キャン
ペーンの対象条件や内容など、詳しくはウェブサイトでご確認ください。

右のQRコードをスマートフォンで読み込むとキャンペーンサイトへ移動します。

＜キャンペーン ウェブサイト＞

パ ソ コ ン 用： http://www.orixbank.co.jp/pr/yk002/
スマートフォン用： http://www.orixbank.co.jp/pr/sp/yk002/

ミニ・ディスクロージャー誌 ミニ・ディスクロージャー誌 6



2 ふやす

3 そなえる

eダイレクト金銭信託
お客さまからお預かりする信託金を、主として当社が厳選した上場企業等への無担保
貸付金で運用します。貸付先からの元利払金を原資にお客さまに収益金の配当および
元本の償還を行います。

■ 合同運用指定金銭信託

■ 遺言代用信託

2. 貸付金

3. 貸付金返済

1. 信託金

4. 元本・収益金

運用の仕組み

オリックス銀行

お客さま 貸付先

ご生前 ご本人がお亡くなりになった後

ご本人さま
（申込人）

配偶者さま
（受取人）

葬儀費用や入院費用など色々入り用だったけど、
スムーズにお金を引き出せて助かったわ。

自分に万一のことがあったあと、妻には
すぐに使える資金を用意してあげたい。

❶ 信託契約の締結

❷ 金銭を信託
❹ 一括受取

ご
本
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
後

オリックス銀行

❸ 信託財産の管理・運用
年1回、収益金を
お支払いいたします。

「かんたん相続信託」の仕組み

貸付先が破綻した場合など元本欠損リスクがあります。原則として中途解約できません。信託約款の定めに従い、信託報酬が信託財産から支
払われます。

かんたん相続信託 お客さまからお預かりしたご資金を、お客さまに相続が発生した際に、あらかじめご指
定いただいた受取人の方に一括でお渡しする商品です。

　郵送と電話で手続きが完結する、国内初の通販型遺言代用信託。

お申し込みいただけるお客さま・受取人に一定の要件があります。運用収益から運用報酬が支払われます。

商品のご案内
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4 かりる

　賃貸を目的とした投資用不動産のご購入、お借りかえなどにご利用いただける「住宅ローン」。マンション一室からアパート
一棟、新築から中古まで、お客さまごとのさまざまな不動産投資ニーズ、スタイルにあわせてオーダーメード型のサービスを
ご提供しています。安心の「団体信用生命保険付」商品で、お客さまの資産形成プランを応援します。

■ 住宅ローン商品（不動産投資ローン・不動産担保ローン）

　幅広い金利帯と限度枠を設定した「オリックス銀行カードローン」。お客さまのライフステージで生じるさまざまな資金
ニーズにお応えします。お借り入れやご返済は振り込みに加えて、全国各地の提携金融機関ATMを無料でご利用いただけます。
また、お客さま専用のウェブサイト「メンバーズナビ」もご用意しています。

■ カードローン
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　住宅ローンは残高を順調に積み上げ、カードローンも、2016年5月に、残高1,000億円を

突破するなど、貸出金の増加による資金運用収益の増加を主要因として、経常収益244億円

（前年同期比14.4％増）、業務粗利益167億円（同15.7％増）、中間純利益58億円（同30.5％

増）といずれも中間期では過去最高額となりました。

2017年3月期中間期（2016年9月期）の業績はどうでしたか？Q1

A

（単位：億円）経常収益（売上高）の推移
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2014年9月期 2015年9月期 2016年9月期

（単位：億円）業務粗利益・中間純利益の推移
 業務粗利益　  中間純利益

Q&A 業績ハイライトについてお答えします

ミニ・ディスクロージャー誌9



預金の状況
　個人向けインターネット取引専用預金「eダイレクト預金」および法人向け預金などが増

加したことにより、預金残高は1兆4,886億円（前期末比6.5％増）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
　不動産投資ローンやカードローンの残高が順調に増加したことにより、1兆4,285億円

（前期末比8.9％増）となりました。

預金と貸出金の状況はどうですか？Q2

A

（単位：億円）預金残高の推移
 個人向け　  法人向け（譲渡性預金含む）

（単位：億円）貸出金残高の推移
 個人向け　  法人向け

2015年9月期末 2016年3月期末 2016年9月期末
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　個人向け金銭信託（eダイレクト

金銭信託）の順調な販売等があり、

5,266億円（前期末比1.4％増）となりました。

　自己資本比率※は2016年9月期末

で10.5％となり、国内で業務を営む

金融機関の基準（国内基準）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おります。

信託業務の状況はどうですか？ 財務の健全性はどうですか？Q3 Q4

A A

信託財産残高の推移 （単位：億円）
自己資本比率

2016年9月期末 10.5%

3,000

6,000

0
2015年9月期末 2016年3月期末 2016年9月期末

5,631
5,192

5,266億円

Q&A 業績ハイライトについてお答えします
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　不良債権（リスク管理債権）は

2016年9月期末で残高40億円、リ

スク管理債権比率※0.28％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。

　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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不良債権の状況はどうですか？ 格付けを教えてください。Q5 Q6

A A

不良債権（リスク管理債権） （単位：億円）

残高・比率の推移 長期格付け
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中間貸借対照表 （2016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 47,558 預金 1,213,409
買入金銭債権 38,228 譲渡性預金 275,280
有価証券 245,863 コールマネー 32,000
貸出金 1,428,542 借用金 80,000
その他資産 4,125 信託勘定借 6,777
有形固定資産 4,576 その他負債 10,314
無形固定資産 2,671 賞与引当金 366
繰延税金資産 375 退職給付引当金 80
支払承諾見返 17,714 役員退職慰労引当金 0
貸倒引当金 △ 3,561 支払承諾 17,714

負債の部合計 1,635,944
純資産の部
資本金 45,000
資本剰余金 17,803
利益剰余金 84,427
株主資本合計 147,230
その他有価証券評価差額金 2,919
評価・換算差額等合計 2,919
純資産の部合計 150,150

資産の部合計 1,786,095 負債及び純資産の部合計 1,786,095

中間損益計算書 （2016年4月1日～2016年9月30日） （単位：百万円）
科 目 金 額

経常収益 24,418
信託報酬 199
資金運用収益 20,489
役務取引等収益 1,569
その他業務収益 1,095
その他経常収益 1,064

経常費用 15,908
資金調達費用 1,724
役務取引等費用 4,879
その他業務費用 17
営業経費 8,849
その他経常費用 437

経常利益 8,509
特別損失 0
税引前中間純利益 8,509

法人税、住民税及び事業税 2,682
法人税等調整額 △ 68

法人税等合計 2,613
中間純利益 5,896

信託財産残高表 （2016年9月30日現在） （単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

貸出金 98,900 指定金銭信託 69,251
有価証券 50,319 特定金銭信託 6,074
信託受益権 92,591 金銭信託以外の金銭の信託 83,745
受託有価証券 1,026 有価証券の信託 3,651
金銭債権 160,872 金銭債権の信託 1,921
有形固定資産 101,838 包括信託 361,966
銀行勘定貸 6,777
現金預け金 14,284
資産合計 526,610 負債合計 526,610

注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

財務諸表（監査対象外）
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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
	 	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さまカードの紛失・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
	 	0120-890-694  （9:00～17:00　土日祝および12/31～1/3休み）

●	資料請求
	 		0120-094-089	 （9:00～18:00　1/1のみ休み）

●	預金金利情報ダイヤル
	 	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
	 	0120-104-094  （9:00～17:00　土日祝および12/31～1/3休み）

かんたん相続信託

かんたん相続信託デスク
●	商品内容、各種お手続きなど
	 	0120-094-313  （9:00～17:00　土日祝および12/31～1/3休み）
※ 資料請求は土日祝も受け付けています（1/1のみ休み）。

住宅ローン商品
（不動産投資ローン・不動産担保ローン）

住宅ローンプラザ
●	各種お問い合わせ
	 	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
	 	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
	 	0120-890-699  （9:00～18:00　土日祝および12/31～1/3休み）

お問い合わせ先
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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 浦田 晴之

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 565名

会社概要 （2016年9月30日現在）

 0120-008-884
（発行：2016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。

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

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

オリックス銀行ウェブサイト

スマートフォンサイト

ウェブサイトのご案内




