
 

 

 
平成 18 年 8月 31 日 

各  位 

上場会社名 株式会社オリエントコーポレーション 

コード場号 ８５８５ 東証１部・大証１部 

本店所在地 東京都千代田区麹町５丁目２番地１ 

      問合せ先 

        責任者役職名 取締役経営企画部長 

        氏    名 中村 敏彦 

        Ｔ  Ｅ  Ｌ (03)5877-1111(大代表) 

 

 

会社分割による楽天ＫＣ株式会社のクレジット事業部門の承継 
に関する会社分割契約書締結のお知らせ 

 
 当社は、平成 18 年 8 月 18 日に楽天ＫＣ株式会社とクレジット事業部門の承継に関する基本合意書

を締結しましたが、本日開催の取締役会におきまして、平成 18 年 11 月 1 日を期して同社のクレジッ

ト事業部門を分社型吸収分割により承継することを決議し、同日会社分割契約書の締結をいたしまし

たので、下記の通りお知らせいたします。 

 
記 

 
1. 会社分割の目的 

 楽天ＫＣ株式会社は昭和３８年の創業以来九州地区を基盤として信販事業を営んでおり、平成１

７年３月の楽天株式会社との資本提携を含む全面的業務提携等を経て、九州を起点として全国ネッ

トでの展開を行う大手信販会社です。 

 当社は現在、平成１７年３月に発表いたしました中期経営計画「DASH2008」に基づいて、更

なる高収益体質となるべく収益力強化を目指しております。その中で当社の主力事業であるオート

ローン事業及びショッピングクレジット事業につきましては、加盟店との共存共栄による更なる事

業基盤の強化を推進し取扱高の拡大を図る、注力分野の一つと位置づけております。 

 今回の事業承継は、当社の加盟店ネットワークが楽天ＫＣ株式会社の加盟店ネットワークにより

補完・拡大が図られること、また厳格な加盟店管理によって築き上げられた楽天ＫＣ株式会社の良

質な個品あっせん事業資産が追加されることで、当社の主力分野であるオートローン事業及びショ

ッピングクレジット事業に係る営業基盤・顧客基盤のより一層の強化が図られること、を狙いとし

ております。（承継対象債権残高：約４,６００億円） 特に九州地区においては同業他社と比較し

て圧倒的な営業基盤・顧客基盤を確立することができ、今回の取引は当社の企業価値の増大に資す

るものであります。 



２．会社分割の要旨 

  (1) 分割の日程 

   分割契約書承認取締役会    平成 18 年 8月 31 日 

   分割契約書の締結       平成 18 年 8月 31 日 

   分割契約書承認株主総会    当社は会社法第 796 条第 3 項（簡易吸収分割）により同

795 条の株主総会の承認を得ずに分割手続きを行います。 

   分割期日           平成 18 年 11 月 1 日 

   株券交付日          平成 18 年 11 月 1 日 

     

(2) 分割方式 

１．分割方式 

       当社を承継会社とし、楽天ＫＣ株式会社を分割会社とする分社型吸収分割であります。 

２．当分割方式を採用した理由 

営業譲渡方式に比べて、契約等の承継手続きが簡便であり、その他費用面などを総合 

的に勘案して当方式を採用しました。 

 

(3) 株式の割当て 

a. 株式割当て比率 

当社は本分割に際し、新株の発行に代えて、当社の保有する自己株式を楽天ＫＣ株式会

社に移転いたします。移転株式数は、本件対象事業の評価額１,０００万円を分割効力発

生日の直前の５連続取引日での株式会社東京証券取引所における承継会社の普通株式の

普通取引の毎日の終値の平均値で除すことにより、算出いたします。 

b. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 

株式割当比率につきましては、第三者機関が算定した結果を参考として、当事者間で決

定いたしました。 

   

(4) 分割により増加する資本金等 

資本金の増加はありません。 

 

(5) 分割交付金 

分割交付金の支払いはありません。 

 

(6) 会計処理の概要 

本事業承継は、企業結合会計基準及び事業分離等会計基準における取得の会計処理に該当す

るため、分割会社の資産及び負債は、承継会社にて時価で計上いたします。のれんについて

は、確定次第、適時開示いたします。 

 

 

 



(7) 承継する権利義務 

承継事業に関わる資産及び負債並びに承継事業に関する契約上の地位を承継します。 

雇用契約は承継しませんが、分割契約の定めにより楽天ＫＣ株式会社の一定数の従業員の出

向を当社及び当社のグループ会社にて受け入れます。 

 

(8) 債務履行の見込み 

当社及び楽天ＫＣ株式会社は、分割期日以降に期日が到来する当社及び楽天ＫＣ株式会社が 

負担する債務につき、履行の見込みがあるものと判断いたしました。 

 

(9) 分割会社から新たに就任する役員 

新たに就任する役員はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．分割当事者の概要 
(1) 商号 株式会社オリエントコーポレーション 

（承継会社） 

〔平成１８年３月３１日現在〕 

楽天ＫＣ株式会社 

（分割会社） 

〔平成１８年３月３１日現在〕 

(2) 事業内容 総合あっせん業務 

個品あっせん業務 

信用保証業務 

融資業務 

総合あっせん部門 

個品あっせん部門 

信用保証部門 

融資部門 

リース部門 

その他部門 

(3) 設立年月日 昭和 26 年 3 月 15 日 昭和 38 年 4 月 26 日 

(4) 本店所在地 東京都千代田区麹町５丁目２番地１ 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目４番２号 

(5) 代表者 代表取締役 上西 郁夫 代表取締役 関 榮一 

(6) 資本金 ２２０,２０２百万円 ３,０５５百万円

(7) 発行済普通株式数 ８２９,３１２千株 ２４,０８５千株

(8) 純資産 ３４６,４７１百万円 １４,９４８百万円

(9) 総資産 ４,３６８,２７４百万円 ６０８,５１９百万円

(10) 決算期 ３月３１日 ３月３１日

(11) 従業員数 ３,４２３人 １,３４９人

(12) 主要取引先 全国の加盟店 

（自動車販売店・百貨店・専門店・量販店等） 

全国の提携金融機関 

全国の加盟店 

（自動車販売店・百貨店・専門店・量販店等） 

全国の提携金融機関 

伊藤忠商事株式会社(21.0%) 

株式会社みずほコーポレート銀行（3.9%） 

株式会社みずほ銀行（2.3%） 

東京リース株式会社（2.3%） 

(13) 大株主及び持ち株

比率 

（平成 18 年 3 月 31 日 

現在） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社〔信託

口〕（2.1%） 

ｼﾞｪｲ･ｹｲﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社（55.5%） 

興銀リース株式会社（9.7%） 

株式会社あおぞら銀行（3.6%） 

株式会社みずほコーポレート銀行（3.5%） 

(14) 主要取引銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 

株式会社みずほコーポレート銀行 

住友信託銀行株式会社 

農林中央金庫 

資本関係 楽天ＫＣ㈱保有当社株式０株、当社保有楽天ＫＣ㈱株式１,２５０株（優先株式） 

人的関係 なし。 

(15) 当事会社の関係 

取引関係 クレジットカード業に付随する事務の委託・受託。 

 



 (16) 最近３決算期間の業績 

 株式会社オリエントコーポレーション 

（承継会社） 

楽天ＫＣ株式会社 

（分割会社） 

決算期 16 年 3 月期 17 年 3 月期 18 年 3 月期 16 年 3 月期 17 年 3 月期 18 年 3 月期

営業収益（百万円） 296,053 305,240 324,590 58,293 66,101 80,438

経常利益（百万円） 30,906 39,457 50,746 2,025 2,242 7,195

当期純利益（百万円） 25,847 737 13,454 270 ▲3,318 1,862

１株当たり当期純利益（円） 39.07 1.06 4.81 9.85 ▲139.17 22,174.64

１株当たり配当金（普通株）（円） 0.00 0.00 3.00 8.50 1,720.00 0.00

１株当たり株主資本（円） ▲95.40 ▲56.51 ▲15.67 804.72 657.61 58,932.34

 

４．承継する事業部門の内容 

  (1) クレジット事業部門の内容 

    オートローン事業、ショッピングクレジット事業、等 

     

  (2) クレジット事業部門の平成 18 年 3 月期における経営成績 

 

 承継する事業（a） 当社 実績（b） 比率（a/b）  

営業収益 １６,４４７百万円 ３２４,５９０百万円 ５.１％  

 

(3) 承継する資産、負債の項目及び金額（平成 18 年 3月 31 日現在） 

 資  産 負  債 

 
項目 金  額 項目 金  額 

 
流動資産 ３１５,００８百万円 流動負債 ３１６,６９７百万円 

 
固定資産 ２０,２８６百万円 固定負債 ７４３百万円 

 
合計 ３３５,２９４百万円 合計 ３１７,４４０百万円 

 

               

５．承継後の当社の状況 

   商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。総資産は分割

会社から承継する資産の額だけ増加します。 

   なお、本事業承継が当社の今期の業績に与える影響につきましては、のれんの評価額等が定ま 

り次第、適時開示してまいります。 

   

 

                                        以 上 

 

 



（補足資料） 

 
〔会社分割イメージ〕 

※ 当社：株式会社オリエントコーポレーション  楽天ＫＣ：楽天ＫＣ株式会社    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 対象事業（既存営業債権及び加盟店契約）は、分社型吸収分割により当社本体に直接移管

いたします。 

・ 正常債権の回収は楽天ＫＣに業務委託し、延滞債権については当社が回収いたします。 

・ 対象事業についての営業活動を実質的に承継していく会社として、当社 100%出資により

新設の営業推進代行会社を設立いたします。 

・ 楽天ＫＣにて対象事業に従事する人員 400 名（内訳：正社員 265 名、嘱託・パート社員

135 名）を当初出向にて当社及び新設会社等の当社グループ会社で受け入れます。出向期

間経過後（分割効力発生日から 2 年間）、当社及び従業員双方の同意により当社または当

社グループ会社へ転籍するものとします。 

 

 
〔承継する事業の状況〕 

                                     
    （単位：億円） 

 対象事業 当期取扱高(4月～6月) 債権残高(18/3) 

オートローン事業 ３５２ ３,９４８

ショッピングクレジット事業 １１１ ６６０

その他 １ ３０

カード事業 

ファイナンス事業 

クレジット事業 
 
 
 
 
 

既存営業債権 
加盟店契約 

従業員 

当 社 楽天ＫＣ 

楽天ＫＣ 既存営業債権／加盟店

楽天ＫＣ 従業員 

新設会社等 

楽天ＫＣ 従業員 出向 

吸
収
分
割 

当社設立（100%） 営推代行 


