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2022年02月16日 

【格付維持】     オリックスおよび子会社2社 
 

格付投資情報センター(R&I)は上記の格付を公表しました。 

 

＜格付見直し結果＞ *格付対象は後記をご参照ください 

発行者（証券ｺｰﾄﾞ） 格付 格付の方向性 CP 

オリックス（8591） AA-（維持） 安定的 a-1+（維持） 

オリックス生命保険 AA-（維持） 安定的 － 

オリックス銀行 AA-（維持） 安定的 － 

 

【格付理由】 

〇オリックス 

幅広い金融サービスの提供から事業・投資まで展開する複合企業。市場ニーズを先取りし事業ポート

フォリオを変えていく能力に優れ、展開する事業は多岐にわたる。国内で充実した顧客基盤を構築して

いるうえ、欧米やアジア、豪州でも競争力を持つ。事業・地域の両面でポートフォリオの分散が効いて

おり、営業基盤は極めて強固だ。 

キャピタルゲインの多寡で多少の上下はあるものの、安定した収益を稼げる事業が多く、全体として

収益の安定性は比較的高い。海外での事業展開が堅調で、コロナ下における収益回復を牽引している。

コロナ影響が色濃く表れている不動産運営、輸送機器、コンセッションも中期的には回復が見込めそう

だ。全体として強い収益力を維持できるとみている。 

リスク耐久力は格付に見合う。ポートフォリオを継続的に入れ替え、営業資産を一定範囲に調整して

いる。2021年末に発表した弥生の株式売却はその一環だ。株主資本との対比で抱えるリスクを管理して

いる。長期借入比率が高く、手元流動性を厚めに保つなど財務運営は保守的だ。調達手段の多様化や与

信枠の備えも踏まえると流動性に問題が生じる懸念は小さい。 

 

〇オリックス生命保険 

オリックスが100％出資する生命保険会社。グループにとっての戦略的な重要性は非常に高く、格付は

オリックスと同格にしている。 

医療保険などの第三分野が主力商品で、乗合代理店を主要な販売チャネルとして事業展開している。

割安かつシンプルで分かりやすい商品性と全国に構築した代理店網が強みで、一定の市場地位がある。

保障性を中心とした保険商品ポートフォリオで収益力は良好だ。主力の第三分野に加えた死亡保障や資

産形成商品の強化、オムニチャネル戦略の推進といった商品・チャネルの複線化に継続して取り組んで

いる。競争激化や低金利環境の下でも成長性や収益性を維持していけるか確認していく。 

リスク耐久力はAゾーンに見合っている。規制ベースでは新契約獲得に伴う先行費用の負担が、経済価

値ベースではALM（資産・負債の総合管理）にかかる金利リスクが大きいことが制約要因になっているも

のの、事業の成長の過程で生じる財務上の負担には 終的にオリックスからの支援が期待できるため、

今後も一定のリスク耐久力を維持できるだろう。 

 

〇オリックス銀行 

オリックスの完全子会社。グループで唯一となる預金調達機能や信託機能を備え、安定収益源になっ

ている。戦略的な重要性は極めて高く、格付はオリックスと同格にしている。 

貸出金残高の多くが個人向けで、ワンルームの投資用マンションローンを主力とする。この分野に早

くから進出してノウハウを蓄積している。有力な不動産業者と関係を構築しており、市場地位は高い。

このほかにカードローン、法人融資、信託などの事業も手掛けている。 
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主力商品の利回りが良いうえ、店舗網を持たないなどローコストオペレーションを徹底しており、収

益力は国内銀行の中でトップクラス。債務者の多くは収入の安定した個人で、資産の質は健全だ。抱え

るリスクは小さくリスク耐久力はAAゾーンに見合う。預金吸収力が強く流動性に不安はない。 

中期的な経営戦略として、サステナビリティを軸に法人向け市場を開拓するとともに、ローンを証券

化商品に仕立て販売する回転型のビジネスモデルを志向している。従来とは異なる性質を持つリスクを

適切に管理しつつ、収益力を高めていけるかに注目している。 

 

【格付対象】 

発行者：オリックス （証券コード:8591） 

名 称 格 付 格付の方向性 

発行体格付 AA-（維持） 安定的 
 

名 称 発行予定額 発行予定期間 予備格付 

 （億円）   

発行登録（社債） 5,000 2021年05月25日～2023年05月24日 AA-（維持） 

発行登録（社債：売出し） 1,000 2021年05月25日～2023年05月24日 AA-（維持） 
 

名 称 発行総額 発行日 償還日 格 付 

 （億円）    

第171回無担保社債 200 2013年04月30日 2023年04月28日 AA-（維持） 

第175回無担保社債 100 2013年11月26日 2023年11月24日 AA-（維持） 

第177回無担保社債 100 2014年02月27日 2024年02月27日 AA-（維持） 

第179回無担保社債 200 2014年06月05日 2024年06月05日 AA-（維持） 

第180回無担保社債 200 2014年09月04日 2024年09月04日 AA-（維持） 

第181回無担保社債 300 2014年09月26日 2024年09月26日 AA-（維持） 

第187回無担保社債 100 2016年07月14日 2026年07月14日 AA-（維持） 

第188回無担保社債 100 2017年02月27日 2022年02月25日 AA-（維持） 

第189回無担保社債 100 2017年02月27日 2027年02月26日 AA-（維持） 

第190回無担保社債 200 2017年05月01日 2022年04月28日 AA-（維持） 

第191回無担保社債 100 2017年04月20日 2022年04月20日 AA-（維持） 

第192回無担保社債 300 2017年06月22日 2022年06月22日 AA-（維持） 

第193回無担保社債 100 2017年09月14日 2024年09月13日 AA-（維持） 

第194回無担保社債 200 2018年11月08日 2023年11月08日 AA-（維持） 

第195回無担保社債 100 2018年11月08日 2028年11月08日 AA-（維持） 

第196回無担保社債 300 2019年03月18日 2024年03月18日 AA-（維持） 

第197回無担保社債（グ

リーンボンド） 

100 2020年01月30日 2025年01月30日 AA-（維持） 

第198回無担保社債 300 2020年06月04日 2023年06月02日 AA-（維持） 

第199回無担保社債 300 2020年06月04日 2025年06月04日 AA-（維持） 

第200回無担保社債 100 2020年06月04日 2030年06月04日 AA-（維持） 

第1回利払繰延条項・期

限前償還条項付無担保

社債（劣後特約付） 

600 2020年03月13日 2080年03月13日 A（維持） 

第2回利払繰延条項・期

限前償還条項付無担保

社債（劣後特約付） 

400 2020年03月13日 2080年03月13日 A（維持） 
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第3回利払繰延条項・期

限前償還条項付無担保

社債（劣後特約付） 

290  2021年03月16日 2081年03月16日 A（維持） 

第4回利払繰延条項・期

限前償還条項付無担保

社債（劣後特約付） 

210  2021年03月16日 2081年03月16日 A（維持） 

第201回無担保社債 250  2021年04月21日 2026年04月21日 AA-（維持） 

第202回無担保社債 150  2021年04月21日 2031年04月21日 AA-（維持） 

第203回無担保社債 200  2021年06月22日 2028年06月22日 AA-（維持） 

第204回無担保社債 100  2021年06月14日 2026年06月12日 AA-（維持） 

第205回無担保社債 100  2021年06月14日 2028年06月14日 AA-（維持） 

劣後特約付タームロー

ン 

100  2021年04月30日 2081年04月30日 A（維持） 

 

 

名 称 発行限度額 担保・保証 格 付 

 （億円） 保証会社等  

コマーシャルペーパー 5,000 無担保 a-1+（維持） 
 

名 称 発行限度額 担保・保証 格 付 

 （百万米ドル） 保証会社等  

ユーロＭＴＮプログラム 4,000 無担保 AA-（維持） 

 

発行者：オリックス生命保険 

名 称 格 付 格付の方向性 

保険金支払能力 AA-（維持） 安定的 
 

 

発行者：オリックス銀行 

名 称 格 付 格付の方向性 

発行体格付 AA-（維持） 安定的 
 

 

名 称 発行予定額 発行予定期間 予備格付 

 （億円）   

発行登録（社債） 500 2022年02月02日～2024年02月01日 AA-（維持） 
 

 

名 称 発行総額 発行日 償還日 格付 

 （億円）    

第1回無担保社債 100  2021年03月11日 2026年03月11日 AA-（維持） 
 

☆予備格付は、個別債務の 終的な条件が決定されていない段階で予備的な信用格付が必要となる場合に、付与

する評価です。個別債務の 終的な契約内容等によっては、予備格付とは異なる信用格付が付されることがあ

ります。 

☆MTNプログラムに対する信用格付はプログラムを対象としており、プログラムのもとで発行する個々の債券に

対する信用格付ではありません。個々の債券の信用格付は通常、同プログラムの信用格付と同一ですが、クレ

ジットリンク債、インデックスリンク債など個々の債券の契約内容によっては、同一とならない、あるいは格

付しないことがあります。R&Iは依頼に応じて、個々の債券にも信用格付を付与することがあります。 
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信用格付に関わる事項 

信用格付業者 

登録番号 

株式会社格付投資情報センター 

金融庁長官（格付）第6号 
直近一年以内に講じられた監督上の措置は、ありません。 

主任格付アナリスト オリックス、オリックス銀行：石野田 雄太 

オリックス生命保険：肝付 卓也 

信用格付の付与について 

代表して責任を有する者 

住田 直伸 

 

信用格付を付与した日 2022年02月16日 

主要な格付方法 事業法人等の信用格付の基本的な考え方 [2021.06.01] 

金融機関等に共通する格付の考え方 [2020.03.23] 

リース [2020.04.24] 

生命保険 [2019.12.25] 

預金取扱金融機関 [2019.02.21] 

金融グループの格付の考え方 [2018.08.09] 

ハイブリッド証券の資本性の評価と格付の視点 [2021.06.11] 

上記格付方法は、格付を行うにあたり考慮した他の格付方法とともに以下のウェブサイトに掲載

しています。https://www.r-i.co.jp/rating/about/rating_method.html 

評価の前提は、以下のウェブサイトの格付付与方針に掲載しています。

https://www.r-i.co.jp/rating/about/rating_grant.html 

格付符号とその定義は、以下のウェブサイトに掲載しています。

https://www.r-i.co.jp/rating/about/definition.html 

格付関係者 オリックス、オリックス生命保険、オリックス銀行 
注 格付関係者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第三百七条に基づいて、R&Iが判断したものです。 

利用した主要な情報    決算書類、開示情報、格付関係者から入手した情報等 

品質確保のための措置   公認会計士の監査済みである、またはそれに準じた信頼性が確保され

ている決算書類であること。一般に開示された、またはそれに準じた

信頼性が確保されている情報であること。格付アナリストが妥当性を

判断した情報であること。 

情報提供者        格付関係者 

 

信用格付の前提、意義及び限界 

 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

定通りに履行される確実性（信用力）に対するR&Iの意見です。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ありません。信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来

の事実の表明ではありません。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその

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ません。 

 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ますが、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ありません。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ります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信

用格付を取り下げることがあります。 

 利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性

が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することが
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用リスク以外のリスクにつき意見を表明するものではなく、投資判断や財務に関する助言や、投資の是非等の推奨をするものではありません。R&Iは、信用格付に際し関連情報の正確性等につき独自の

検証を行っておらず、これに関し何ら表明も保証もいたしません。R&Iは、信用格付（変更・取り下げ等を含む）に関連して発生する損害等につき、何ら責任を負いません。信用格付は、原則として発

行体から対価を受領して実施したものです。なお、詳細につきhttps://www.r-i.co.jp/docs/policy/site.html をご覧下さい。 
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あります。 

 一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因

となり得ることが知られています。 

 


