
円貨建て債券の契約締結前交付書面 

(この書面は、金融商品取引法第 37条の 3 の規定によりお渡しするものです。) 

 

この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意

点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認くださ

い。 
 

○ 円貨建て債券のお取引は、主に募集･売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により

行います。 
 

○ 円貨建て債券は、金利水準の変化や発行体または円貨建て債券の償還金及び利子の支払い

を保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがあり

ますのでご注意ください。 
 
 

 

手数料など諸費用について 

円貨建て債券を募集･売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対

価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。 
 

 

金利、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれが

あります 

・ 円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。利子

の適用利率が固定利率の場合、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低

下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合

には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。利子の適用利率が変

動利率の場合には、利子が変動するという特性から、必ずしも上記のような金利水準の変化に

対応して変動するわけではありません。 

・ 金利水準は、日本銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている

債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。 

・ 円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対

応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損

または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、

必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。 

・ 円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、その利子は 10 年国債の金利の上昇・

低下に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも

上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。 



 

円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の

業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります 
 

＜発行体等の信用状況の変化に関するリスク＞ 

・ 円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及び利子の支払いを保証している者

の信用状況に変化が生じた場合、円貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損

が生じる場合があります。 

・ 円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及び利子の支払いを保証している者

の信用状況の悪化等により、償還金や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生または

特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部または一部を失っ

たり、償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還されることがあ

ります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還された場

合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面または投資額を下回るおそれがあり

ます。また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後の利子の支払いは切り下げられた

額面に基づき行われることとなります。したがって、当初予定していた利子の支払いを受けられ

ない場合があります。 

・ 金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、円貨建

て債券の発行体または償還金及び利子の支払いを保証している者の本拠所在地国の破綻

処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って額面の切下げや利子

の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は円貨建て

債券の発行体または償還金及び利子の支払いを保証している者の本拠所在地国により異な

り、また今後変更される可能性があります。 

・ 主要な格付会社により｢投機的要素が強い｣とされる格付がなされている債券については、当

該発行体または本債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の信用状況の悪化等

により、償還金や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを

付与された債券と比べより高いと言えます。 
 

＜償還金及び利子の支払いが他の債務に劣後するリスク＞ 

弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した

場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及び利子の

支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生

手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手

続きが取られた場合となります。 
 

 
 



その他のリスク 
 

＜適用利率が変動するリスク＞ 

円貨建て債券の利子の適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に円 LIBOR 等の

指標金利を用いた一定の算式に従って決定されます。このため、利子の適用利率は、各利率

基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。 
 

＜流動性に関するリスク＞ 

円貨建て債券は、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却する

ことができない、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。 

 

企業内容等の開示について 

円貨建ての外国債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に

基づく企業内容等の開示が行われておりません。 

 

円貨建て債券のお取引は、クーリング･オフの対象にはなりません 

円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありませ

ん。 

 

無登録格付に関する説明書について 

当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明

書」をご覧ください。 

 

円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 

当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 

・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い 

・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 

・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 

 

円貨建て債券に関する租税の概要 

個人のお客様に対する円貨建て債券（一部を除く。）の課税は、原則として以下によります。 

・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場

合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税

額控除の適用を受けることができます。 

・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 

・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が

可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 

・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 



法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 

・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、

お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収

が行われます。 

・ 国外で発行される円貨建て債券（一部を除く。）の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控

除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 

 

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。 

詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 

 

譲渡の制限 

・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。) のうち、国債を除く円貨

建て債券は、当社では原則として、その利子支払日の前営業日及び利子支払日を受渡日とするお取引はできませ

ん。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があり

ます。 

・ 国債は、当社では原則として、その利子支払日を受渡日とするお取引はできません。 

・ 円貨建て債券は、当社では原則として、その償還日の 4営業日前までのお取引が可能です。 

 

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第１項の規定に基づく第一種金融商品取引業であ

り、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 

・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となりま

す。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 

・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一

部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 

・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券

をお預けいただきます。 

・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事

項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合がありま

す。 

・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法に

よる場合を含みます。)。 

 
 

○その他留意事項 

  日本証券業協会のホームページ（http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html）に掲載し

ている外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基

づく開示書類が英語により記載されています。 
 

  

http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html


当社の概要について 
 

商 号 等 株式会社 SBI証券 

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44号 

本 店 所 在 地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 

加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 

一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

資 本 金 48,323,132,501 円(2018年 9月 30日現在) 

主 な 事 業 金融商品取引業 

設 立 年 月 1944年 3月 

連 絡 先 「インターネットコース」でお取引されているお客さま：SBI証券 カスタマーサービスセンター 

電話番号：0120-104-214（携帯電話・PHSからは、0570-550-104（有料）） 

受付時間：平日 8時 00分～18時 00分（年末年始を除く） 
 

SBI マネープラザのお客さま：SBI証券 マネープラザカスタマーサポートセンター 

電話番号：0120-142-892 

受付時間：平日 8時 00分～18時 00分（年末年始を除く） 
 

IFA コース、IFA コース（プラン A）のお客さま：IFAサポート 

電話番号：0120-581-861 

受付時間：平日 8時 00分～17時 00分（年末年始を除く） 
 

担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。 

 

SBI証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 

住   所：〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 

連 絡 先：「インターネットコース」でお取引されているお客さま：SBI証券 カスタマーサービスセンター 

電話番号：0120-104-214（携帯電話・PHSからは、0570-550-104（有料）） 

受付時間：平日 8時 00分～18時 00分（年末年始を除く） 

SBI マネープラザのお客さま：SBI証券 マネープラザカスタマーサポートセンター 

電話番号：0120-142-892 

受付時間：平日 8時 00分～18時 00分（年末年始を除く） 

IFA コース、IFA コース（プラン A）のお客さま：IFAサポート 

電話番号：0120-581-861 

受付時間：平日 8時 00分～17時 00分（年末年始を除く） 
 

担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。 

 

 



金融 ADR制度のご案内 

金融 ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を

目指す制度です。 

金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決

機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」を利用することができます。 

住   所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館 

電話番号：0120-64-5005（FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。） 

受付時間：月曜日～金曜日 9時 00分～17時 00分（祝日を除く） 

 



ファイル名:0000000_1_0106005981902.doc 更新日時:2019/02/27 13:08:00 印刷日時:19/02/27 13:12 

 

発行登録追補目論見書 

 

2019年３月 



オリックス株式会社

2019年３月

発行登録追補目論見書

010_0106007531902.indd   1 2019/02/26   11:57:27



I

　オリックスは常に新しいビジネスを追求し、先進的な商品・サービスを提供する金融サ
ービスグループです。1964年にリース事業からスタートして隣接分野に進出し、現在で
は融資、投資、生命保険、銀行、資産運用、自動車関連、不動産、環境エネルギー関連な
どへ事業を広げています。
　また、1971年の香港進出を皮切りに世界38カ国・地域に拠点を設け（2018年9月末
時点）、グローバルに展開しています。

オリックスグループの事業展開オリックスグループの事業展開
■法人金融サービス事業部門
当事業部門は、融資、リースおよび各種手数料ビジネスを行っています。

■メンテナンスリース事業部門
当事業部門は、自動車リース、レンタカー、カーシェアリング、電子計測器・IT関連機器等のレンタ
ルおよびリースを行っています。

■不動産事業部門
当事業部門は、不動産開発・賃貸、施設運営、不動産投資法人（REIT）の資産運用・管理、不動産
投資顧問を行っています。

■事業投資事業部門
当事業部門は、環境エネルギー、プリンシパル・インベストメント、サービサー（債権回収）、コン
セッションを行っています。

■リテール事業部門
当事業部門は、生命保険、銀行およびカードローンを行っています。

■海外事業部門
当事業部門は、リース、融資、債券投資、アセットマネジメント、航空機・船舶関連を行っています。
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II

オリックスグループのグローバルネットワークオリックスグループのグローバルネットワーク

※上記写真は、オリックスグループが展開する事業の一例です。

（2018年9月30日現在）

●欧州（18）

■　国　内	 1,465拠点
■　海　外	 753拠点
（日本を含む世界38ヵ国・地域）

●中東・
　アフリカ（35）

●南アジア（76）

●大洋州（16）

●米州（70）

●国内（1,465）

●東アジア（219）

●東南アジア（319）

自動車関連サービス事業
（例：オリックスレンタカー）

水族館運営事業
（例：京都水族館）

メガソーラー発電事業
（例：兵庫県南あわじ市太陽光発電事業所）

ホテル・旅館運営事業
（例：箱根・芦ノ湖はなをり）
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III

　以下は、米国において一般に公正妥当と認められる会計処理基準（米国会計基準）に基づき記載さ
れております。

業績等の概要

2018年3月期（連結）
営業収益…………………………………………………2,862,771百万円…（前年同期比7％増）
税引前当期純利益……………………………………… 435,501百万円…（前年同期比2％増）
当社株主に帰属する当期純利益………………………… 313,135百万円…（前年同期比15％増）
総資産………………………………………………… 11,425,982百万円…（前連結会計年度末比2％増）
１株当たり当社株主に帰属する当期純利益（基本的）…………… 244.40円…（前年同期比17％増）
１株当たり当社株主に帰属する当期純利益（希薄化後）…………… 244.15円…（前年同期比17％増）
１株当たり当社株主資本…………………………………… 2,095.64円…（前連結会計年度末比9％増）
ROE（当社株主資本・当社株主に帰属する当期純利益率）……………… 12.1％…（前年同期11.3％）
ROA（総資本・当社株主に帰属する当期純利益率）……………… 2.76％…（前年同期2.46％）
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IV

9,909,314

法人金融サービス
974,870 
（10%）

メンテナンスリース
862,354（9%）

不動産
568,082（6%）

事業投資
959,049
（9%）

リテール
3,396,141
（34%）

海外
3,148,818
（32%）

2019年3月期第3四半期連結会計期間末のセグメント資産構成
（単位：百万円、百万円未満四捨五入）

（注）…セグメント資産には本社部門に属する資産等が含まれていないため、連結貸借対照表の数値とは合致しておりません。

（注）… …2018年４月１日より、会計基準書アップデート第2014-09号（顧客との契約から生じる収益－会計基準編纂書606（顧客との
契約から生じる収益））、会計基準書アップデート第2016-01号（金融資産および金融負債の認識と測定－会計基準編纂書825-
10（金融商品－全体））、会計基準書アップデート第2016-16号（棚卸資産以外の連結会社間の資産譲渡－会計基準編纂書740（法
人税等））を適用しています。

2019年3月期第3四半期連結累計期間
営業収益………………………………………………… 1,796,155百万円…（前年同期比18％減）
税引前四半期純利益……………………………………… 295,168百万円…（前年同期比18％減）
当社株主に帰属する四半期純利益………………………… 236,207百万円…（前年同期比8％減）
総資産………………………………………………… 12,121,792百万円…（前連結会計年度末比6％増）
１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益（基本的）………………184.53円…（前年同期比8％減）
１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益（希薄化後）………………184.38円…（前年同期比8％減）
１株当たり当社株主資本……………………………………… 2,201.24円…（前連結会計年度末比5％増）
ROE（当社株主資本・当社株主に帰属する四半期純利益率、年換算）………………… 11.5％…（前年同期13.2％）
ROA（総資本・当社株主に帰属する四半期純利益率、年換算）………………… 2.67％…（前年同期3％）

010_0106007531902.indd   4 2019/02/26   11:57:30



V

リスクマネジメント

　オリックスグループでは、経営戦略に基づいた全社的なリスクの選好および各事業部門の事業戦略
を勘案して、経営資源の配賦を行っています。取締役会や執行機関は、事業部門のパフォーマンスと
収益性を評価し、必要な施策を実行しています。このプロセスを通して、バランスシートのコントロ
ールと、成長性のある事業部門により多くの経営資源を配賦することの両方を可能としています。
　また主なリスクを、信用リスク、ビジネスリスク、市場リスク、流動性リスク（資金調達に関する
リスク）、コンプライアンスリスク、法的リスク、情報資産リスク、オペレーショナルリスクと認識
し、それぞれの特性に応じたリスク管理を行っています。

　オリックスグループは国内外で無担保普通社債およびミディアム・ターム・ノートを発行し、長期
資金の確保と投資家の分散を図っています。2018年３月期には、国内で72,000百万円、海外で
237,140百万円相当の普通社債、ミディアム・ターム・ノートを発行しました。
　オリックスグループの社債およびミディアム・ターム・ノートの残高は2017年３月期末および
2018年３月期末において、それぞれ885,058百万円および940,089百万円です。このうち海外子
会社での残高は、2017年３月期末および2018年３月期末において、それぞれ55,845百万円および
71,524百万円です。
　当社の国内における機関投資家向け普通社債の残高は、2017年３月期末および2018年３月期末
において、それぞれ254,440百万円および204,517百万円であり、個人向けはそれぞれ379,166百
万円および279,221百万円です。当社の海外で発行された普通社債およびミディアム・ターム・ノ
ートの残高は、2017年３月期末および2018年３月期末において、それぞれ193,744百万円および
382,827百万円です。
　社債およびミディアム・ターム・ノートについては、当社の基本方針である調達期間の長期化と多
様化を達成するため、今後も国内外の機関投資家、個人投資家からバランスよく調達していきます。

資金調達の方針と社債、ミディアム・ターム・ノートの発行状況
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【表紙】  

【発行登録追補書類番号】 29－関東1－4 

【提出書類】 発行登録追補書類 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 2019年3月1日 

【会社名】 オリックス株式会社 

【英訳名】 ＯＲＩＸ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 

【代表者の役職氏名】 代表執行役 井 上 亮 

【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町2丁目4番1号 

世界貿易センタービル内 

【電話番号】 03（3435）3000（代表） 

【事務連絡者氏名】 経理部長 内 村 幸 夫 

【 寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町2丁目4番1号 

世界貿易センタービル内 

【電話番号】 03（3435）3116（ダイヤルイン） 

【事務連絡者氏名】 財務部 資本市場チーム長 荻 原 夏 恵 

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債 

【今回の募集金額】 30,000百万円 

 

【発行登録書の内容】 

提出日 2017年5月16日 

効力発生日 2017年5月24日 

有効期限 2019年5月23日 

発行登録番号 29－関東1 

発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 500,000百万円 

  

【これまでの募集実績】 

（発行予定額を記載した場合） 

番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円) 

29－関東1－1 2017年6月7日 30,000百万円 － － 

29－関東1－2 2017年9月8日 10,000百万円 － － 

29－関東1－3 2018年11月2日 30,000百万円 － － 

実績合計額(円) 
70,000百万円 

(70,000百万円） 
減額総額(円) なし 

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出

しております。 

【残額】 (発行予定額－実績合計額－減額総額) 430,000百万円  

  (430,000百万円)  

  

(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の

合計額(下段()書きは、発行価額の総額

の合計額)に基づき算出しております。 

（発行残高の上限を記載した場合） 

該当事項はありません。 
 
【残高】 (発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) －円
 
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。 
 
【縦覧に供する場所】 オリックス株式会社 大阪本社 

 (大阪市西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル) 

株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 
 



第一部 【証券情報】 

第１ 【募集要項】 

１ 【新規発行社債(短期社債を除く。)】 

銘柄 オリックス株式会社第196回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 

記名・無記名の別 － 

券面総額又は振替社債の総額(円) 金30,000,000,000円 

各社債の金額(円) 金100万円 

発行価額の総額(円) 金30,000,000,000円 

発行価格(円) 額面100円につき金100円 

利率(％) 年0.210％ 

利払日 毎年3月18日及び9月18日 

利息支払の方法 

１．利息支払の方法及び期限 
（１）本社債の利息は、本社債の払込期日の翌日から償還すべき

日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2019年9月18
日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後
毎年3月18日及び9月18日の2回におのおのその日までの前半か
年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を
計算するときは、その半か年の日割りをもってこれを計算す
る。計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨
てる。 

（２）利息を支払うべき日(以下「利息支払期日」という。)が銀
行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰上げ
る。 

（３）償還期日後は利息をつけない。 
２．利息の支払場所 
社債権者が口座を開設する口座管理機関 

償還期限 2024年3月18日 

償還の方法 

１．償還金額 
額面100円につき金100円 

２．償還の方法及び期限 
（１）本社債の元金は、2024年3月18日にその総額を償還する。 
（２）償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行

営業日に繰上げる。 
（３）本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを

行うことができる。 
３．償還元金の支払場所 
前記「利息支払の方法」欄第2項に記載のとおり。 

募集の方法 一般募集 

申込証拠金(円) 
額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当す
る。申込証拠金には利息をつけない。 

申込期間 2019年3月4日から2019年3月15日まで 

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 

払込期日 2019年3月18日 

振替機関 
株式会社証券保管振替機構 
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 
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担保 
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のた
めに特に留保されている資産はない。 

財務上の特約(担保提供制限) 

１．担保提供制限条項 
（１）当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債の払込

期日以降、当社が国内で既に発行したまたは、国内で今後発
行する他の無担保社債（ただし、純資産額維持条項等当社の
財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する
旨の特約が付されている無担保社債を除く。以下「他の無担
保社債」という。）に担保を提供する場合（当社の特定の資
産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権
設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特
定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をい
う。以下「担保提供」という。）には、本社債のために担保
付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定しなければな
らない。（したがって、本社債は、当社が国内で既に発行し
たまたは、国内で今後発行する他の無担保社債以外の債権に
対しては劣後することがある。） 

（２）本項(1)号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十
分でない場合には、当社は本社債のために担保付社債信託法
に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。 

２．担保提供制限の例外 
他の無担保社債に対する当社の担保提供が次の各号のいずれか
に該当するものと社債管理者が認めたときは、本欄第1項は適用
されない。 

（１）当社が、社債の償還のための減債基金の積立または償還準
備資産の預託として、当社の所有する資産のうえに担保権を
設定する場合。 

（２）当社が、合併により担保権の設定されている被合併会社の
資産を承継する場合または既に担保権の設定されている資産
を取得する場合。 

財務上の特約(その他の条項) 

１．担保付社債への切換 
（１）当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のため

に担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担
保権を設定することができる。 

（２）前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本項
(1)号により本社債のために担保権を設定する場合、当社は、
直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保
付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 

２．担保提供制限に係る特約の解除 
当社が前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄
第1項(1)号により本社債のために担保権を設定した場合には、
以後前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項、同欄第2
項、別記(注)4.(2)及び同(注)5.(1)は適用されない。 

(注)１．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付 

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター（以下「R&I」という。）からＡ＋の信

用格付を2019年3月1日付で取得している。 

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約

定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々

の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについ

て、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過

去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、また

はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一

切の事項について、いかなる保証もしていない。 

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの

情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、

信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を

保留したり、取り下げたりすることがある。 

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ

(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー

右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、

システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連

絡先は以下のとおり。 

R&I：電話番号03-6273-7471 
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２．社債等振替法の適用 

本社債は社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受

けるものとし、同法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。 

ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行する

ことを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求によ

り発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求す

ることはできないものとし、その分割または併合は行わない。 

３．期限の利益喪失に関する特約 

（１）当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。 

① 当社が前記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。ただし、当社が利息支払期日

後7日以内に利息の支払を履行し、かつ、当該利息支払期日の翌日から利息の支払が行われる

日までの期間につき前記「利率」欄に定める利率により、半か年の日割りで計算した経過利息

に相当する金額を利息金額に加えて支払う場合は、この限りでない。 

② 当社が前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。 

③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁

済をすることができないとき。 

④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もし

くはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかか

わらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が10

億円を超えない場合は、この限りでない。 

⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散

（合併の場合を除く。）の決議をしたとき。 

⑥ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定または特別清算開始の命令を

受けたとき。 

⑦ 当社がその事業経営に不可欠な資産に対して差押、仮差押、仮処分もしくは担保権の実行とし

ての競売（公売を含む。）の申立てを受け、または滞納処分としての差押がなされ、またはそ

の他の事由により当社の信用を毀損する事実が生じた場合で、いずれの場合も社債管理者が本

社債の存続を不適当と認めたとき。 

（２）当社は、期限の利益を喪失した場合は、直ちにその旨を公告する。 

４．社債管理者に対する定期報告 

（１）当社は、平常社債管理者にその事業の状況を報告し、毎事業年度終了後遅滞なく事業報告、貸

借対照表及び損益計算書を提出し、かつ、毎事業年度の決算及び剰余金の処分（会社法第454

条第5項に定める中間配当を含む。）については書面をもって社債管理者にこれを通知する。

当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とす

る。 

（２）当社は、毎決算期末における本(注)5.(1)に該当した国内社債の現存額、担保物その他必要な

事項を書面により社債管理者に報告しなければならない。 

（３）当社は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書または訂正報告

書及びそれらの添付書類を財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なく通知する。た

だし、社債管理者がそれらの写しの提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写

しを提出する。 

５．社債管理者に対する通知 

（１）当社は、本社債発行後、国内社債のために担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりそ

の旨ならびにその事由、債務の内容及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知しなけれ

ばならない。 

（２）当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。 

① 当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡、または貸与しようとするとき。 

② 当社の事業の管理を他に委託しようとするとき、または事業の全部もしくは重要な部分を休止、

廃止、もしくは譲渡しようとするとき。 

③ 当社が資本金または資本準備金もしくは利益準備金を減少しようとするとき。 

④ 当社が会社法第2条第26号に定める組織変更をしようとするとき。 

⑤ 当社が会社法第2条第27号に定める吸収合併または会社法第2条第28号に定める新設合併をしよ

うとするとき。 

⑥ 当社が会社法第2条第29号に定める吸収分割または会社法第2条第30号に定める新設分割をしよ

うとするとき。 

（３）当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに変更が生じたときは、

遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面をもってこれを社債管理者に通知する。 
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６．社債管理者の調査権限 

（１）社債管理者は、社債管理委託契約の定めに従い、その権限を行使し、義務を履行するために必

要であると認めたときは、当社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、ま

たは自らこれらにつき調査することができる。 

（２）本(注)6.(1)の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うとき

は、当社はこれに協力する。 

７．債権者の異議手続における社債管理者の権限 

社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立て

に関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。 

８．社債管理者による弁済受領公告 

本(注)3.(1)により本社債が期限の利益を喪失した場合、その後に社債管理者が当社より弁済を

受けたときは、社債管理者はその旨を公告する。 

９．社債管理者の辞任 

社債管理者は、本社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合（利益が相反するおそれが

ある場合を含む。）、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて

辞任することができる。ただし、社債管理者は、社債管理者の事務を承継する者を定めるにあた

ってはあらかじめ当社と協議するものとする。なお、社債管理者のうち残存する者がある場合に

は、当該残存する者のみで社債管理者の事務を行うことができる。 

１０．公告の方法 

本社債に関して社債権者に公告をする場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社は当社

の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、社債管理者が社債権者のために必

要と認める場合には、電子公告に加えて東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にも

これを掲載する。なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた

場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新

聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるとき及び社債管理者が必要でないと認めた

場合は、これを省略することができる。また、社債管理者が公告を行う場合には、法令所定の方

法のほか、社債管理者が必要であると認めた場合は、東京都及び大阪市において発行される各1

種以上の新聞紙にもこれを掲載する。 

１１．社債権者集会に関する事項 

（１）本社債及び本社債と同一の種類（会社法第681条第1号に定める種類をいう。以下同じ。）の社

債（以下「本種類の社債」という。）の社債権者集会は、一つの集会として開催される。 

（２）本種類の社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、本種類の

社債の社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社

法第719条各号所定の事項を公告する。 

（３）本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。 

（４）本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。）の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する

社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を社債管理者に提

示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を

当社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができ

る。なお、当社が有する本種類の社債の金額は本種類の社債の総額に算入しない。 

１２．追加発行 

当社は、随時、本社債権者（本社債の社債券が発行された場合は利札の所持人を含む。）の同意

なしに、初回利払日及び払込金額を除く全ての事項（会社法施行規則第165条所定の各事項を含

む。）において本社債と同じ内容の要項を有し、本社債と同一の種類の社債となる社債を追加発

行することができる。 

１３．発行代理人及び支払代理人 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

１４．元利金支払事務取扱に関する手数料 

当社は、本社債の社債権者に対する元利金支払に関する事務（社債権者に対する利子所得課税に

かかる所得税法・租税特別措置法その他関係法令の適用に関する事項の確認・管理及び直近上位

機関への通知、社債権者に対する元利金支払に関する通知及び元利金の交付、地方税法に基づく

道府県民税利子割の特別徴収事務等の全部または一部を主たる内容とする。）を行った者に対し

て、当社が定める手数料を支払う（当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は当社の負担

とする。）。 
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２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】 

（１）【社債の引受け】 

引受人の氏名又は名称 住所 
引受金額 
(百万円) 

引受けの条件 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 11,000 

１．引受人は本社
債の全額につ
き、連帯して
買取引受を行
う。 

２．本社債の引受
手数料は額面
100円につき
金 50 銭 と す
る。 

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 9,000 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,000 

三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社 

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 3,000 

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 600 

丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目3番6 400 

安藤証券株式会社 名古屋市中区錦三丁目23番21号 200 

岩井コスモ証券株式会社 大阪市中央区今橋一丁目8番12号 200 

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 200 

藍澤證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目20番3号 100 

むさし証券株式会社 
さいたま市大宮区桜木町四丁目333番
地13 

100 

西日本シティＴＴ証券株式会
社 

福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号 100 

静銀ティーエム証券株式会社 静岡市葵区追手町1番13号 100 

計 ― 30,000 ― 

 

（２）【社債管理の委託】 

社債管理者の名称 住所 委託の条件 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 １．社債管理者は、共同して本社
債の管理を受託する。 

２．本社債の管理手数料について
は、社債管理者に、期中にお
いて年間額面100円につき金2
銭を支払うこととしている。 株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目2番1号 

 

３ 【新規発行による手取金の使途】 

（１）【新規発行による手取金の額】 

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円) 

30,000 220 29,780 

 

（２）【手取金の使途】 

上記の社債発行差引手取概算額29,780百万円は、全額を2019年3月末日までに償還を迎える短期社

債の償還資金に充当する予定であります。 
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第２ 【売出要項】 

該当事項はありません。 

 

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】 

該当事項はありません。 
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第二部 【公開買付けに関する情報】 

第１ 【公開買付けの概要】 

該当事項はありません。 

  

第２ 【統合財務情報】 

該当事項はありません。 

 

第３ 【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】 

該当事項はありません。 
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第三部 【参照情報】 

第１ 【参照書類】 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下

さい。 

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】 

事業年度 第55期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）2018年6月28日関東財務局長に提出 

 

２【四半期報告書又は半期報告書】 

事業年度 第56期第1四半期（自 2018年4月1日 至 2018年6月30日）2018年8月13日関東財務局長に提出 

 

３【四半期報告書又は半期報告書】 

事業年度 第56期第2四半期（自 2018年7月1日 至 2018年9月30日）2018年11月13日関東財務局長に提出 

 

４【四半期報告書又は半期報告書】 

事業年度 第56期第3四半期（自 2018年10月1日 至 2018年12月31日）2019年2月13日関東財務局長に提出 

 

５【臨時報告書】 

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2019年3月1日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2018年6月28日に関東財務

局長に提出 

 

第２ 【参照書類の補完情報】 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載され

た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日（2019年3月1日）まで

の間において生じた変更その他の事由はありません。 

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現

在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書等に

記載されている将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成及び将来の業績を

保証するものではありません。 

 

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】 

オリックス株式会社 本社     (東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル内) 

オリックス株式会社 大阪本社   (大阪市西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル) 

株式会社東京証券取引所      (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 

 

第四部 【保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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１  当社は１年間継続して有価証券報告書を提出しております。 

  

２  当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。 

  

３  当社の発行済株券は、３年平均上場時価総額が250億円以上であります。 

（参考） 

（平成27年３月31日の上場時価総額） 

  

（平成28年３月31日の上場時価総額） 

  

（平成29年３月31日の上場時価総額） 

  

「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面

会社名 オリックス株式会社 

代表者の役職氏名 代表執行役    井上 亮 
 

        2,180,739百万円 
 

東京証券取引所における最終価格   発行済株式総数     

1,688.5円 × 1,323,644,528株 ＝ 2,234,973百万円
 

東京証券取引所における最終価格   発行済株式総数     

1,605.5円 × 1,324,058,828株 ＝ 2,125,776百万円
 

東京証券取引所における最終価格   発行済株式総数     

1,647.5円 × 1,324,107,328株 ＝ 2,181,466百万円
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事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 
 

１．事業内容の概要 

オリックスグループは当社、連結子会社831社（変動持分事業体およびＳＰＥ（特定の案件のために設

立された事業体）などを含んでいます。）および関連会社190社（2018年3月31日現在）から構成されてお

り、様々な事業を展開しています。各事業の主な内容は次のとおりです。 

 

(1) 法人金融サービス事業部門 

 

： 融資、リース、各種手数料ビジネス 

 

(2) 

 

メンテナンスリース事業部門 ： 自動車リース、レンタカー、カーシェアリング、電子計測器・

ＩＴ関連機器などのレンタルおよびリース 

 

(3) 不 動 産 事 業 部 門 ： 不動産開発・賃貸、施設運営、不動産投資法人（ＲＥＩＴ）の

資産運用・管理、不動産投資顧問 

 

(4) 事 業 投 資 事 業 部 門 ： 環境エネルギー、プリンシパル・インベストメント、サービサ

ー（債権回収）、コンセッション 

 

(5) リ テ ー ル 事 業 部 門 ： 生命保険、銀行、カードローン 

 

(6) 海 外 事 業 部 門 ： リース、融資、債券投資、アセットマネジメント、航空機・船

舶関連 
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２．主要な経営指標等の推移 

(1) 連結経営指標等 

回次 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 

決算年月 2014年３月 2015年３月 2016年３月 2017年３月 2018年３月 

営業収益 (百万円) 
 

1,375,292 
  

2,174,283 
  

2,369,202 
  

2,678,659 
 

 2,862,771 

税引前当期純利益 (百万円) 
 

286,339 
  

344,017 
  

391,302 
  

424,965 
 

 435,501 

当社株主に帰属する 
当期純利益 

(百万円) 
 

187,364 
  

234,948 
  

260,169 
  

273,239 
 

 313,135 

当社株主に帰属する 
包括利益 

(百万円) 
 

223,665 
  

265,187 
  

223,574 
  

263,378 
 

 288,148 

当社株主資本 (百万円) 
 

1,919,346 
  

2,152,198 
  

2,310,431 
  

2,507,698 
 

 2,682,424 

総資産額 (百万円) 
 

9,063,517 
  

11,439,874 
  

10,992,918 
  

11,231,895 
 

 11,425,982 

１株当たり当社株主資本 (円) 
 

1,465.77 
  

1,644.60 
  

1,764.34 
  

1,925.17 
 

 2,095.64 

１株当たり当社株主に 
帰属する当期純利益 

(円) 
 

147.75 
  

179.47 
  

198.73 
  

208.88 
 

 244.40 

潜在株式調整後 
１株当たり当社株主に 
帰属する当期純利益 

(円) 
 

143.20 
  

179.21 
  

198.52 
  

208.68 
 

 
244.15

 

当社株主資本比率 (％) 
 

21.2 
  

18.8 
  

21.0 
  

22.3 
 

 23.5 

当社株主資本・当社株主に 
帰属する当期純利益率 

(％) 
 

10.5 
  

11.5 
  

11.7 
  

11.3 
 

 12.1 

株価収益率 (倍) 
 

9.8 
  

9.4 
  

8.1 
  

7.9 
 

 7.7 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 
 

478,006 
  

257,611 
  

510,562 
  

583,955 
 

 568,791 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 
 

△215,314 
  

△467,801 
  

△552,529 
  

△237,608 
 

 △439,120 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 
 

△277,704 
  

213,432 
  

△48,001 
  

△33,459 
 

 141,010 

現金および現金等価物の 
期末残高 

(百万円)  818,039   827,518   730,420   1,039,870   － 

現金および現金等価物、 
使途制限付現金の期末残高 

(百万円) 
 

－ 
  

－ 
  

－ 
  

－ 
 

 1,405,117 

従業員数 
(人) 

25,977  31,035 33,333 34,835  31,890  

（外、平均臨時雇用人員） ( 13,771 ) ( 22,002 ) ( 21,151 ) ( 21,030 ) ( 21,507) 

（注）１ 米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式および作成方法に基づき記載されています。 

２ 第52期より連結損益計算書の表示方法の変更を行っています。この変更により、過年度についても組替再

表示しています。 

３ 第52期より当社と株式会社大京との会計期間の差異を解消しました。この変更により、過年度についても

遡及して調整しています。 

４ 第54期より会計基準書アップデート第2015-03号(債券発行コストに関する表示の簡素化－会計基準編纂

書835-30(利息－利息の帰属計算))を過年度の連結財務諸表に遡って適用しています。 

５ 営業収益には、消費税等は含まれていません。 

６ 2018年４月１日より、会計基準書アップデート第2016-18号(使途制限付現金―会計基準編纂書230(キャッ

シュ・フロー計算書))を適用しており、第55期の連結キャッシュ・フロー計算書についてこのアップデー

トを遡って適用し組替再表示しています。なお、第51期から第54期までについては、このアップデートを

遡及適用していない連結経営指標等を記載しています。 
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(2) 提出会社の経営指標等 

回次 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 

決算年月 2014年３月 2015年３月 2016年３月 2017年３月 2018年３月 

売上高 (百万円) 345,548 535,761 661,247 508,734 576,563 

経常利益 (百万円) 19,646 115,854 267,621 124,769 192,862 

当期純利益 (百万円) 14,896 127,830 270,347 102,992 187,616 

資本金 (百万円) 219,546 220,056 220,469 220,524 220,961 

発行済株式総数 (株) 1,322,777,628 1,323,644,528 1,324,058,828 1,324,107,328 1,324,495,728 

純資産額 (百万円) 732,635 823,347 1,024,549 1,066,795 1,130,354 

総資産額 (百万円) 3,882,966 4,198,020 4,206,444 4,232,127 4,366,772 

１株当たり純資産額 (円) 556.94 626.72 780.24 817.81 882.90 

１株当たり配当額 (円) 23 36 45.75 52.25 66.00 

（内１株当たり中間配当額） (円) (－) (－) (22.00) (23.00) (27.00) 

１株当たり当期純利益 (円) 11.75 97.64 206.51 78.73 146.43 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 11.39 97.64 206.50 － 146.43 

自己資本比率 (％) 18.8 19.5 24.3 25.2 25.9 

自己資本利益率 (％) 2.1 16.5 29.4 9.9 17.1 

株価収益率 (倍) 123.7 17.3 7.8 20.9 12.8 

配当性向 (％) 195.7 36.9 22.2 66.4 45.1 

従業員数 (人) 2,791 2,952 3,008 3,017 3,011 

（注）１ 売上高には、消費税等は含まれていません。 

２ 第52期の各数値は、2014年７月１日付のオリックス不動産株式会社との吸収分割に伴う変動を含んでいま

す。 

３ 第54期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載していません。 
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