
 

 

 

発行登録目論見書 

平成２６年９月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリックス株式会社 



１．この発行登録目論見書の対象とする社債の発行登録については、当社は金融商品取引法   

第２３条の３第１項の規定により発行登録書を平成２５年６月２７日に関東財務局長に   

提出し、平成２５年７月５日にその効力が生じております。 

 

２．この発行登録目論見書に記載された内容については、訂正が行われることがあります。   

また、参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがあります。 

 

３．この発行登録目論見書に基づき社債の募集を行う場合には、発行登録追補目論見書を交付い

たします。 

 



  

【表紙】   

【発行登録番号】 25－関東76 

【提出書類】 発行登録書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成25年６月27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 宮内 義彦 
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 雲嶋 寧彦 

【最寄りの連絡場所】 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 金澤 純子 

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債 

【発行予定期間】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日
（平成25年７月５日）から２年を経過する日（平成
27年７月４日）まで 

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額500,000百万円 

【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） 
株式会社大阪証券取引所 
（大阪市中央区北浜１丁目８番16号） 



第一部 【証券情報】 

第１ 【募集要項】 

以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又

は「発行登録追補書類」に記載します。 
  
  
１ 【新規発行社債】 

未定 

  

２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】 

未定 

  

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】 

未定 

(2) 【手取金の使途】 

設備資金（賃貸資産購入資金を含む）、割賦購入あっせん実行資金（立替払型及び債権譲渡型）、割賦販売実行資

金、貸付資金、投融資資金、運転資金、借入金返済資金、有価証券の取得資金、短期社債償還資金及び社債償還資金

に充当する予定であります。 

   

  

  

第２ 【売出要項】 

該当事項はありません。 

  
  
  
第３ 【その他の記載事項】 

該当事項はありません。 
  



第二部 【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50期（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）平成25年６月27日関東財務局長に提出 

  

２ 【臨時報告書】 

１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（平成25年６月27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平成25年６月27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の

提出日以後本発行登録書提出日（平成25年６月27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には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日現在に

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。 

  
  
  
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） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜１丁目８番16号） 

  



第三部 【保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 



「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 
  

  

  
  
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、東京証券取引所および大阪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。 

1,078,228百万円 
（参考） 
（平成23年３月29日の上場時価総額） 
東京証券取引所における最終価格   発行済株式総数 
        7,850円    ×  110,245,846株   ＝   865,429百万円 
  
（平成24年３月29日の上場時価総額） 
東京証券取引所における最終価格   発行済株式総数 
        8,000円    ×  110,254,422株   ＝   882,035百万円 
  
（平成25年３月29日の上場時価総額） 
東京証券取引所における最終価格   発行済株式総数 
        1,191円    × 1,248,714,760株   ＝ 1,487,219百万円 
  
  
※ 当社は平成25年３月31日最終の株主名簿に記載された株主に対して、平成25年４月１日付で１株につき10株の

割合をもって株式分割を行いました。平成25年３月29日の東京証券取引所における最終価格は、当該株式分割
による権利落ち後のものです。また、平成25年３月29日の発行済株式総数は、当該株式分割を考慮して調整し
ています。 

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   宮内 義彦 
代表者の役職氏名   代表執行役   井上 亮 



�������	
�����������
�

����������

��������� !"#$%&'"()*"+,-./��012
345+67�89�:;<=

>?@:��0A�BCDEFGHIJA12
K$'"LL"+MN*OPQRSTUVWAXYZN?@

[1\#]^���C_`a[GHIJb������� c�d1\FIJ�

�

�

eTf� ghijk�l���mn�

�

o !��mn #�<jp��#�����12
ijqrs

t�B�uvwlxy�Cz{[GHIJ�

�

e*f�

�

|}~�}������mn�o !��mn #�-���12
�}����<2\ZN?

@[GHIJ�-���F #�-����#�}���1

2
������}�C#�}����F #�7����

�K$���B��}��12
���Cz{[GHIJ�

�

eSf� � - � � � m n�o !��mn #�-�`���������}���#�=

����#�-��pgh+�5��A�p�������

�12
�-��p� �Cz{[GHIJ�

�

e)f� � � � p � � m n�o !��mn #¡¢£y�¤�K$��#k�lk�+¥¦

§¨A��12
��}�©���}ª�«|}«��Cz

{[GHIJ�

�

eOf� � ~ � � � � m n�o !��mn #¬®¯��#°z��12
��±²�}

��Cz{[GHIJ�

�

e(f� ³ ´ � � m n�o !��mn #µ¶12
�x��·¸¶�¹¶<1º»#

�����#jp��#¥¼�p��#�p°z��#½

¾�¿À�K$��Cz{[GHIJ�

�



�
Á������������
eTf�$%�����

§c� Â)(Ã� Â)ÄÃ� Â)LÃ� Â)ÅÃ� ÂOÆÃ�

ÇÈPR� MN*TPQR MN**PQR MN*SPQR MN*)PQR� MN*OPQR

��¨É� eÊËÌf� TÍÆTOÍÄ(( LLÅÍTÄL Å)TÍÆÆ( ÅÄÆÍL*T� TÍÆ(OÍ(SL

ÎÏÐ!ÃÑÒÉ� eÊËÌf� TÆÍÅ*O O(Í*(Æ LÅÍ(S* T*ÅÍÄO(� TÄ*ÍOTL

!"Ó�<ÔÕI»�
!ÃÑÒÉ�

eÊËÌf� *ÆÍ(Ä) S(ÍOT* ((ÍÆ*T LSÍOÆÅ� TTTÍÅÆÅ

!"Ó�<ÔÕI»Ö×ÒÉ� eÊËÌf� ØO*Í)TO )ÅÍL*) O*ÍÄÆ* LSÍ(OS� TÄTÍÄÅT

!"Ó�pÙ� eÊËÌf� TÍTOÄÍ*(Å TÍ*LÄÍTÄÅ TÍSÆ(ÍOL* TÍSLÆÍÄS(� TÍ()SÍOÅ(

Úp�Û� eÊËÌf� LÍSOSÍLO* ÄÍÄ**ÍÆTÄ LÍO(TÍÅTÆ LÍSS*ÍLSÆ� LÍ)SÅÍÄTÆ

�Ó!:\!"Ó�pÙ� eÌf� TÍ*Å)Ü)L TÍTÅÄÜOO TÍ*TOÜ)) TÍ*L)ÜTO� TÍS)OÜ(S

�Ó!:\!"Ó�<�
ÔÕI»!ÃÑÒÉ�

eÌf� *SÜ*O SOÜLS (TÜ)* ÄÄÜ(L� TÆ*ÜLÄ

ÝWÓÞßàá�
�Ó!:\!"Ó�<�
ÔÕI»!ÃÑÒÉ�

eÌf� **ÜÆÄ SÆÜOL OTÜLS (OÜÆS� LÄÜSÄ

!"Ó�pÙâã� eäf� TSÜÅ T(ÜÄ TOÜS T(Ü(� TÅÜO

!"Ó�pÙ�!"Ó�<�
ÔÕI»!ÃÑÒÉã�

eäf� TÜÄ SÜÆ OÜT (Ü*� ÄÜ)

Óå¨Éã� eæf� TSÜ( *SÜT T*ÜÄ TÆÜ*� TTÜ(

��ç-<2»�
èé��ê��²��

eÊËÌf� SÆLÍÄÄÅ *ÆÅÍSTT *T*ÍSLÆ SS*ÍÅÅ)� SÅTÍSÆ)

�pç-<2»�
èé��ê��²��

eÊËÌf� TÄTÍTLS )S*ÍÄLL *OTÍOÅL )TÍÄOÄ� TÆOÍ(OÄ

ëìç-<2»�
èé��ê��²��

eÊËÌf� ØSS)ÍOLÄ Ø)((ÍÅ*) ØS(SÍOÅÆ ØSTLÍ)ÄÄ� Ø)(ÄÍTÅS

Vi12
Vi�åí��
Ãîïð�

eÊËÌf� )OÅÍÅ(Å (SÅÍÆLÄ ÄS*ÍT*Ä ÄL(ÍLÅ*� L*(Í*Å(

ñ�òv� ehf� TLÍÅ*Æ TÄÍÄ*O TÄÍOÄL TÄÍ)LL� TÅÍÆ)S

+óA���µôõö÷¼��z�<Ka[�ø?@[G»�ù#]Þ12
úNûg<üýþ��?@[GH

IJ�

Á��µôëì'�ü���''�ü��	
+��#'�ü��	
A*ÆO*Æ�ëì����������

��<ñG#ÂOÆÃ<1G[#������K����t�?@:#H: t��<2»�/�7�&

'"12
���Y
<�m��-�< !Â)(ÃXYÂ)ÅÃHF�"ÉC#$%��a[GHIJ�

Q��MN*)P&R�U2\#'�ü�
���'�«Â*ÆTÆ*((e®¯)*�+,H: -.< !/��

'����'�ü��	
Å))eijk�l��®¯ffC0P1�$%ëì��<2{[3�a[1\#

0P1<4G[#$%��a[GHIJ�

&����¨É< #5/Î� DH@[GH6EJ�

7��!" MN*OPQRSTU89�Ó�:;<��?@:Ó�<<a[#MN*OP&R�U=F�Ó<4þ

TÆÓ�>?C@{[ÓÞ/>CzGHa:J�Ó!:\��<4G[ #!AÓÞ/>CBCa2	a

[ßàa[GHIJ���



e*ADE'"������

§c� Â)(Ã� Â)ÄÃ� Â)LÃ� Â)ÅÃ� ÂOÆÃ�

ÇÈPR� MN*TPQR MN**PQR MN*SPQR MN*)PQR� MN*OPQR

tFð� eÊËÌf� S(SÍÆTL S(OÍL*O SÆSÍTTL SOTÍLTÆ� ST(Í((T

GÒÉ� eÊËÌf� OOÍÅLS SÆÍÆ** *)ÍO*T SÄÍLO(� *TÍS)L

!ÃÑÒÉ� eÊËÌf� TÄÍ)(Ä STÍ*OT **Í)ÄT TÆÍL(Ä� *SÍLTT

pÙi� eÊËÌf� TÆ*Í*T( T)SÍÅSÅ T)SÍÅÅO T))ÍÆ*(� TÅ)ÍÆSÅ

�zHÓÞÚv� eÓf� Å*Í*TÄÍÆ(Ä TTÆÍ**ÅÍÅ)L TTÆÍ*)OÍL)( TTÆÍ*O)Í)**� T*)ÍLÄTÍ)Ä(

Ñp�Û� eÊËÌf� )SÄÍS(Æ O(ÆÍS*O OL*Í)*T OL(ÍLÆO� (L)Í(Ä(

Úp�Û� eÊËÌf� )ÍÅ((ÍO*Æ )ÍOSOÍSÆL )Í*Å)ÍO*Ä )ÍÆ)TÍÆ(Æ� SÍÅ*TÍSÅÄ

�Ó!:\Ñp�Û� eÌf� )L)ÜÅÄ OTÄÜ)L OSLÜÆT O)*Ü*(� OOÄÜ((

�Ó!:\I!Û�

+��Ó!:\JKI!ÛA�

eÌf�

eÌf�

ÄÆ

eLf

ÄO

eLf

LÆ

eLf

ÅÆ�

eLf

TSÆ

eLf

�Ó!:\!ÃÑÒÉ� eÌf� TÅÜ(O SÆÜ(( *ÆÜÅT TÆÜTT� *TÜLÅ

ÝWÓÞßàá�
�Ó!:\!ÃÑÒÉ�

eÌf� TLÜOÄ *(ÜÆT TLÜÆO ÅÜÆL� TÅÜTT

�MpÙâã� eäf� LÜÄ T*ÜS TSÜO T)Ü)� TÄÜ)

�MpÙÒÉã� eäf� SÜL (ÜS )ÜÆ TÜÅ� SÜL

Óå¨Éã� eæf� T(ÜT *ÄÜÆ SÄÜS ÄLÜ*� O)Ü)

I!NO� eäf� SOÜ( *)ÜO SLÜS LÅÜÆ� OÅÜ)

ñ�òv� ehf� SÍT(Ä SÍTTÄ *ÍL(* *Í((T� *ÍL(T

+óA���tFð< #5/Î� DH@[GH6EJ�

Á��!" MN*OPQRSTU89�Ó�:;<��?@:Ó�<<a[#MN*OP&R�U=F�Ó<4þ

TÆÓ�>?C@{[ÓÞ/>CzGHa:J�Ó!:\Ñp�Û#�Ó!:\!ÃÑÒÉ12
ÝWÓ

Þßàá�Ó!:\!ÃÑÒÉ<4G[ #!AÓÞ/>CBCa2	a[ßàa[GHIJ�

���

�



【表紙】
 
【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年８月13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  宮内 義彦

 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  雲嶋 寧彦

【 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  金澤 純子

【発行登録の対象とした募集

有価証券の種類】
社債

【発行登録書の提出日】 平成25年６月27日

【発行登録書の効力発生日】 平成25年７月５日

【発行登録書の有効期限】 平成27年７月４日

【発行登録番号】 25－関東76

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 500,000百万円

【発行可能額】 490,000百万円

(490,000百万円)

（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（）内は

      発行価額の総額の合計額）に基づき算出しています。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、

平成25年８月13日(提出日)です。

【提出理由】 四半期報告書（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日）を平成25年８月13日

に関東財務局長に提出いたしました。この四半期報告書の提出により、当該書類

を平成25年６月27日付で提出した発行登録書の参照書類といたします。

【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）



【訂正内容】

表紙の提出理由記載のとおり。 

 



【表紙】
 
【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年11月13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  宮内 義彦

 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  雲嶋 寧彦

【 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  金澤 純子

【発行登録の対象とした募集

有価証券の種類】
社債

【発行登録書の提出日】 平成25年６月27日

【発行登録書の効力発生日】 平成25年７月５日

【発行登録書の有効期限】 平成27年７月４日

【発行登録番号】 25－関東76

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 500,000百万円

【発行可能額】 490,000百万円

（490,000百万円）

（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（）内は発行

価額の総額の合計額）に基づき算出しています。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、

平成25年11月13日（提出日）です。

【提出理由】 四半期報告書（自平成25年７月１日 至平成25年９月30日）を平成25年11月13日

に関東財務局長に提出いたしました。この四半期報告書の提出により、当該書類

を平成25年６月27日付で提出した発行登録書の参照書類といたします。

【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）



【訂正内容】

表紙の提出理由記載のとおり。 

 



【表紙】
 

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年１月17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  宮内 義彦

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  雲嶋 寧彦

【 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  金澤 純子

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行登録書の提出日】 平成25年６月27日

【発行登録書の効力発生日】 平成25年７月５日

【発行登録書の有効期限】 平成27年７月４日

【発行登録番号】 25－関東76

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 500,000百万円

【発行可能額】 480,000百万円

（480,000百万円）

（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額

（下段（）内は発行価額の総額の合計額）に基づき算出して

います。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間

は、平成26年１月17日（提出日）です。

【提出理由】 臨時報告書を平成26年１月17日に関東財務局長に提出いたし

ました。この臨時報告書の提出により、当該書類を平成25年

６月27日付で提出した発行登録書の参照書類といたします。

【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）

 



【訂正内容】

表紙の提出理由記載のとおり。

 



【表紙】
 

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年２月13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  宮内 義彦

 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  雲嶋 寧彦

【 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  金澤 純子

【発行登録の対象とした募集

  有価証券の種類】
社債

【発行登録書の提出日】 平成25年６月27日

【発行登録書の効力発生日】 平成25年７月５日

【発行登録書の有効期限】 平成27年７月４日

【発行登録番号】 25－関東76

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 500,000百万円

【発行可能額】 480,000百万円

（480,000百万円）

（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（）内は

発行価額の総額の合計額）に基づき算出しています。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、

平成26年２月13日（提出日）です。

【提出理由】 四半期報告書（自平成25年10月１日 至平成25年12月31日）を平成26年２月13日

に関東財務局長に提出いたしました。この四半期報告書の提出により、当該書類

を平成25年６月27日付で提出した発行登録書の参照書類といたします。

【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）

 

 



【訂正内容】

表紙の提出理由記載のとおり。

 



【表紙】
 

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年４月28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  宮内 義彦

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  雲嶋 寧彦

【 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  横山 英輝

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行登録書の提出日】 平成25年６月27日

【発行登録書の効力発生日】 平成25年７月５日

【発行登録書の有効期限】 平成27年７月４日

【発行登録番号】 25－関東76

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 500,000百万円

【発行可能額】 480,000百万円

（480,000百万円）

（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額

（下段（）内は発行価額の総額の合計額）に基づき算出して

います。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間

は、平成26年４月28日（提出日）です。

【提出理由】 臨時報告書を平成26年４月28日に関東財務局長に提出いたし

ました。この臨時報告書の提出により、当該書類を平成25年

６月27日付で提出した発行登録書の参照書類といたします。

【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）

 



【訂正内容】

表紙の提出理由記載のとおり。

 



【表紙】
 

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年５月８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  宮内 義彦

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  雲嶋 寧彦

【 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  横山 英輝

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行登録書の提出日】 平成25年６月27日

【発行登録書の効力発生日】 平成25年７月５日

【発行登録書の有効期限】 平成27年７月４日

【発行登録番号】 25－関東76

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 500,000百万円

【発行可能額】 480,000百万円

（480,000百万円）

（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額

（下段（）内は発行価額の総額の合計額）に基づき算出して

います。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間

は、平成26年５月８日（提出日）です。

【提出理由】 臨時報告書を平成26年５月８日に関東財務局長に提出いたし

ました。この臨時報告書の提出により、当該書類を平成25年

６月27日付で提出した発行登録書の参照書類といたします。

【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）

 



【訂正内容】

表紙の提出理由記載のとおり。

 



【表紙】
 

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年５月９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  宮内 義彦

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  雲嶋 寧彦

【 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  横山 英輝

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行登録書の提出日】 平成25年６月27日

【発行登録書の効力発生日】 平成25年７月５日

【発行登録書の有効期限】 平成27年７月４日

【発行登録番号】 25－関東76

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 500,000百万円

【発行可能額】 480,000百万円

（480,000百万円）

（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額

（下段（）内は発行価額の総額の合計額）に基づき算出して

います。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間

は、平成26年５月９日（提出日）です。

【提出理由】 臨時報告書の訂正報告書を平成26年５月９日に関東財務局長

に提出いたしました。この臨時報告書の訂正報告書の提出に

より、当該書類を平成25年６月27日付で提出した発行登録書

の参照書類といたします。

【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）

 



【訂正内容】

表紙の提出理由記載のとおり。

 



【表紙】
 

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年５月９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  宮内 義彦

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  雲嶋 寧彦

【 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  横山 英輝

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行登録書の提出日】 平成25年６月27日

【発行登録書の効力発生日】 平成25年７月５日

【発行登録書の有効期限】 平成27年７月４日

【発行登録番号】 25－関東76

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 500,000百万円

【発行可能額】 480,000百万円

（480,000百万円）

（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額

（下段（）内は発行価額の総額の合計額）に基づき算出して

います。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間

は、平成26年５月９日（提出日）です。

【提出理由】 臨時報告書を平成26年５月９日に関東財務局長に提出いたし

ました。この臨時報告書の提出により、当該書類を平成25年

６月27日付で提出した発行登録書の参照書類といたします。

【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）

 



【訂正内容】

表紙の提出理由記載のとおり。

 



【表紙】

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年５月15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 宮内 義彦

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 雲嶋 寧彦

【 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 横山 英輝

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行登録書の提出日】 平成25年６月27日

【発行登録書の効力発生日】 平成25年７月５日

【発行登録書の有効期限】 平成27年７月４日

【発行登録番号】 25－関東76

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 500,000百万円

【発行可能額】 460,000百万円

（460,000百万円）

（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段

（）内は発行価額の総額の合計額）に基づき算出しています。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、平成

26年５月15日（提出日）です。

【提出理由】 平成26年４月28日、平成26年５月８日及び平成26年５月９日付で関

東財務局長に提出した訂正発行登録書に記載の発行可能額に誤りが

ありましたので、これを訂正するため、本訂正発行登録書を提出い

たします。

【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）

 



【訂正内容】

訂正箇所は，下線を付して表示しています。

 

平成26年４月28日、平成26年５月８日及び平成26年５月９日付で関東財務局長に提出した訂正発行登録書

 

「表紙」

「発行可能額」

 

（訂正前）

480,000百万円

（480,000百万円）

＜後略＞

 

（訂正後）

460,000百万円

（460,000百万円）

＜後略＞

 



【表紙】  

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年5月26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　宮 内 義 彦
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　雲 嶋 寧 彦

【 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　横 山 英 輝

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行登録書の提出日】 平成25年6月27日

【発行登録書の効力発生日】 平成25年7月5日

【発行登録書の有効期限】 平成27年7月4日

【発行登録番号】 25－関東76

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額　500,000百万円

【発行可能額】 460,000百万円
（460,000百万円）

 （注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額
の合計額（下段（）内は発行価額の総額の合
計額）に基づき算出しております。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停
止期間は、平成26年5月26日（提出日）であります。

【提出理由】 平成25年6月27日付で提出した発行登録書の記載事項
中、「第一部　証券情報」「第１　募集要項」の記
載について訂正を必要とするため、本訂正発行登録
書を提出いたします。

【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)

 

 



【訂正内容】

第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１【新規発行社債】

（訂正前） 未定

（訂正後） 本発行登録により、オリックス株式会社第178回無担保社債（社債間限定同順位特約付）を

利率0.250％～0.850％の範囲内で、下記の概要にて発行する予定であります。なお、財務上

の特約として、担保提供制限及び担付切換条項を特約する予定であります。

券面総額又は振替社債の総額：未定

各社債の金額：金100万円（予定）

発行価格：額面100円につき金100円（予定）

条件決定日：平成26年5月30日（予定）

申込期間：平成26年6月2日から平成26年6月13日まで（予定）

払込期日：平成26年6月16日（予定）

償還期限：平成33年6月16日（予定）

 

２【社債の引受け及び社債管理の委託】

（訂正前） 未定

（訂正後） オリックス株式会社第178回無担保社債（社債間限定同順位特約付）を取得させる際の引受

金融商品取引業者及び社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しております。

社債の引受け

引受人の氏名又は名称 住所

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

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

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

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

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号

東海東京証券株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

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

丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目3番6

安藤証券株式会社 名古屋市中区錦三丁目23番21号

東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号

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



社債管理の委託

社債管理者の名称 住所

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

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

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

 

 



【表紙】
 

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年６月26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  横山 英輝

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行登録書の提出日】 平成25年６月27日

【発行登録書の効力発生日】 平成25年７月５日

【発行登録書の有効期限】 平成27年７月４日

【発行登録番号】 25－関東76

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 500,000百万円

【発行可能額】 410,000百万円

（410,000百万円）

（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額

（下段（）内は発行価額の総額の合計額）に基づき算出して

います。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間

は、平成26年６月26日（提出日）から平成26年６月27日まで

です。

【提出理由】 有価証券報告書（自平成25年４月１日  至平成26年３月31

日）および臨時報告書を平成26年６月26日に関東財務局長に

提出いたしました。これらの書類の提出により、当該書類を

平成25年６月27日付で提出した発行登録書の参照書類といた

します。

【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）

 



【訂正内容】

表紙の提出理由記載のとおり。

 



【表紙】
 

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年８月13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  横山 英輝

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行登録書の提出日】 平成25年６月27日

【発行登録書の効力発生日】 平成25年７月５日

【発行登録書の有効期限】 平成27年７月４日

【発行登録番号】 25－関東76

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 500,000百万円

【発行可能額】 410,000百万円

（410,000百万円）

（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下

段（）内は発行価額の総額の合計額）に基づき算出しています。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、平

成26年８月13日（提出日）です。

【提出理由】 四半期報告書（自平成26年４月１日  至平成26年６月30日）を平

成26年８月13日に関東財務局長に提出いたしました。これらの書

類の提出により、当該書類を平成25年６月27日付で提出した発行

登録書の参照書類といたします。

【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）

 



【訂正内容】

表紙の提出理由記載のとおり。

 



【表紙】  

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年9月3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　横 山 英 輝

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行登録書の提出日】 平成25年6月27日

【発行登録書の効力発生日】 平成25年7月5日

【発行登録書の有効期限】 平成27年7月4日

【発行登録番号】 25－関東76

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額　500,000百万円

【発行可能額】 410,000百万円

（410,000百万円）

 （注1）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総
額の合計額（下段（）内は発行価額の総額の
合計額）に基づき算出しております。

（注2）オリックス株式会社第180回無担保社債（社
債間限定同順位特約付）（券面総額又は振替
社債の総額20,000百万円（発行価額の総額
20,000百万円））を発行すべく、平成26年8
月29日に発行登録追補書類（発行登録追補書
類番号25－関東76－6）を関東財務局長へ提
出しましたが、平成26年9月4日が払込期日で
あり、本訂正発行登録書提出日（平成26年9
月3日）現在払込みが完了していないため、
上記発行可能額の算出には加算されておりま
せん。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停
止期間は、平成26年9月3日（提出日）であります。

【提出理由】 平成25年6月27日付で提出した発行登録書の記載事項
中、「第一部　証券情報」「第１　募集要項」の記
載について訂正を必要とするため、本訂正発行登録
書を提出いたします。



 
【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)
 








