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ローン・クレジット事業からの完全撤退と子会社株式の株式譲渡（子会社の異動）ならびに

子会社の商号変更に関するお知らせ 
 

本日開催の当社取締役会において、当社の子会社である GMO ローン・クレジットホールディング

ス株式会社（以下、同社という。）における当社所有株式の全株式（91.1％）を同社取締役が設立し

た株式会社 NK３ホールディングスへ譲渡し、当社は、ローン・クレジット事業より完全撤退するこ

とを決議しましたので下記のとおりお知らせいたします。 
なお、当該開示につきましては、「本日の一連の開示内容についてのご説明」の開示文書ならびに

「ローン・クレジット事業撤退に伴う戦略説明会資料」をご参照願います。 
http://ir.gmo.jp/irlibrary/pdf/20070813_01.pdf 

 
記 

１．株式譲渡の理由 
 当社は 2005 年 8 月に旧オリエント信販株式会社を連結子会社化することにより、ローン・クレジ

ット事業に参入しましたが、貸金業法の改正、過払い利息の返還の動向などクレジット・消費者金融

業界を取り巻く環境が激変しております。この環境変化に対応すべく、ローンポートフォリオの見直

し等の戦略の変更を行ってまいりましたが、今後のクレジット・消費者金融業界の見通しの不透明さ

が拭えない状況において、当社の戦略につき慎重に協議を重ねた結果、ローン・クレジット事業の持

株会社である GMO ローン・クレジットホールディングス株式会社（以下 GMOLCH）の株式を現経

営陣に譲渡することにより、ローン・クレジット事業につき完全撤退を行う事が最善であると判断い

たしました。 
 
２．株式譲渡する子会社の概要 
（１）会社名 ＧＭＯローン･クレジットホールディングス株式会社 
（２）所在地 東京都渋谷区桜丘町２０－１ 
（３）代表者 代表取締役社長 小島 勝 
（４）資本金 １,０００万円 
（５）決算期 ３月 
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（６）設立日 平成１９年２月６日 
（７）発行済株式総数 115,926株 
（８）大株主構成および 

所有割合 
ＧＭＯインターネット㈱（91.1％） 

（８）事業内容 金銭貸付､仲介およびその保証業務､金銭債権の買取等 
（９）最近３決算期間の業績  
決算期 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 
売上高（百万円） － － － 
営業利益（百万円） － － △6 
経常利益（百万円） － － △6 
当期純利益（百万円） － － △6 
総資産（百万円） － － 10,644 
純資産（百万円） － － 10,638 

 
３．この株式譲渡により子会社でなくなる会社の概要 
① 
（１）会社名 ＧＭＯネットカード株式会社 
（２）所在地 東京都渋谷区桜丘町２０－１ 
（３）代表者 代表取締役ＣＥＯ 小島 勝 
（４）資本金 １０３億６,３４５万円 
（５）決算期 ３月 
（６）設立日 平成９年１０月２９日 
（７）株主 ＧＭＯローン・クレジットホールディングス㈱ 
（８）事業内容 金銭貸付､仲介及びその保証業務､金銭債権の買取等 
（９）最近３決算期間の業績  
決算期 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 
売上高（百万円） １９,２３９ １８,６３５ １７,９５０ 
経常利益（百万円） ２,３１８ ３,０４１ ６１３ 
当期純利益（百万円） １,３９６ １,１８９ △８,２２１ 

 
② 
（１）会社名 三貴商事株式会社 
（２）所在地 東京都中央区日本橋四丁目２番１３号 
（３）代表者 代表取締役 鎌田好勝 
（４）資本金 ４億９,０００万円 
（５）決算期 ７月 
（６）設立日 昭和５１年４月１２日 
（７）株主 ＧＭＯネットカード㈱ 
（８）事業内容 飲食業、遊技場の経営、金融業、不動産の賃貸業等 
（９）最近３決算期間の業績  
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決算期 平成17年７月 平成18年７月 平成19年２月 
売上高（百万円） ２,３４２ ２,３９２ ７４９ 
経常利益（百万円） ２６４ △３５２ １９２ 
当期純利益（百万円） ４２ △１,３６４ ６４４ 

 
③ 
（１）会社名 株式会社ジャクソン 
（２）所在地 福岡市中央区天神三丁目３番６号天神サンビル 
（３）代表者 代表取締役 鎌田好勝 
（４）資本金 ９,０００万円 
（５）決算期 ７月 
（６）設立日 昭和４８年１月１６日 
（７）株主 ＧＭＯネットカード㈱ 
（８）事業内容 金銭貸付業務、集金代行業務、保証業務、信用調査業務等 
（９）最近３決算期間の業績  
決算期 平成17年７月 平成18年７月 平成19年２月 
売上高（百万円） ２７２ ２４０ ９０ 
経常利益（百万円） ３６ △６１ ２３ 
当期純利益（百万円） ２ △１７０ ２４４ 

 
④ 
（１）会社名 有限責任中間法人エーエスエー・ホールディングス・フォー 
（２）所在地 東京都港区虎ノ門三丁目２２番１０－２０１号 
（３）代表者 理事 粟国正樹 
（４）資本金 １万円 
（５）決算期 １２月 
（６）設立日 平成１８年８月４日 
（７）株主 ＧＭＯネットカード㈱ 
（８）事業内容 投資業、金銭債権の買取、経営に関するコンサルタント等 
（９）最近３決算期間の業績  
決算期 平成16年１２月 平成17年１２月 平成18年１２月 
売上高（百万円） － ０ － 
経常利益（百万円） － ０ － 
当期純利益（百万円） － ０ － 

 
⑤ 
（１）会社名 合同会社エーエスエー・ファイブ 
（２）所在地 東京都港区虎ノ門三丁目２２番１０－２０１号 
（３）代表者 業務執行社員 ＧＭＯネットカード㈱ 
（４）資本金 １万円 
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（５）決算期 ７月 
（６）設立日 平成１８年８月４日 
（７）株主 ＧＭＯネットカード㈱ 
（８）事業内容 投資業、金銭債権の買取、経営に関するコンサルタント等 
（９）最近３決算期間の業績  
決算期 平成16年7月 平成17年7月 平成18年7月 
売上高（百万円） － － － 
経常利益（百万円） － － － 
当期純利益（百万円） － － － 

  ⑥ 
（１）会社名 有限会社ジャスト 
（２）所在地 青森市新町二丁目1番11号 
（３）代表者 清算人 大塲 常夫 
（４）資本金 3百万円 
（５）決算期 6月1日から5月31日 
（６）設立日 昭和59年9月6日 
（７）株主 合同会社エーエスエー・ファイブ（100％） 
（８）事業内容 消費者金融業 
（９）最近３決算期間の業績  
決算期 平成16年5月 平成17年5月 平成18年5月 
売上高（百万円） 1,044 963 875 
経常利益（百万円） 601 521 455 
当期純利益（百万円） 323 341 273 

 
⑦ 
（１）会社名 有限会社ライクカード 
（２）所在地 青森市新町二丁目1番11号 
（３）代表者 取締役 鎌田 善志 
（４）資本金 5百万円 
（５）決算期 6月1日から5月31日 
（６）設立日 平成17年5月9日 
（７）株主 合同会社エーエスエー・ファイブ（100％） 
（８）事業内容 消費者金融業 
（９）最近３決算期間の業績  
決算期 平成16年5月 平成17年5月 平成18年5月 
売上高（百万円） － － 50 
経常利益（百万円） － － ▲42 
当期純利益（百万円） － － ▲42 

 
⑧ 
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（１）会社名 株式会社三洋信販 
（２）所在地 青森市新町二丁目1番11号 
（３）代表者 代表取締役 吉田 新司 
（４）資本金 3百万円 
（５）決算期 6月1日から5月31日 
（６）設立日 昭和59年9月6日 
（７）株主 ＧＭＯネットカード株式会社（100％） 
（８）事業内容 消費者金融業 
（９）最近３決算期間の業績  
決算期 平成16年5月 平成17年5月 平成18年5月 
売上高（百万円） 966 914 902 
経常利益（百万円） 575 519 476 
当期純利益（百万円） 311 338 284 

 
⑨ 
（１）会社名 有限会社東日本クレジット 
（２）所在地 岩手県盛岡市開運橋通5番6号 
（３）代表者 取締役 佐藤 憲一 
（４）資本金 9.8百万円 
（５）決算期 6月1日から5月31日 
（６）設立日 昭和54年10月2日 
（７）株主 合同会社エーエスエー・ファイブ（100％） 
（８）事業内容 消費者金融業 
（９）最近３決算期間の業績  
決算期 平成16年5月 平成17年5月 平成18年5月 
売上高（百万円） 1,835 1,741 1,663 
経常利益（百万円） 918 871 630 
当期純利益（百万円） 498 593 517 

 
⑩ 
（１）会社名 有限会社サンライフ 
（２）所在地 宮城県大崎市古川駅前大通一丁目4番46号 
（３）代表者 取締役 後藤 隆彦 
（４）資本金 5百万円 
（５）決算期 6月1日から5月31日 
（６）設立日 平成17年5月9日 
（７）株主 合同会社エーエスエー・ファイブ（100％） 
（８）事業内容 消費者金融業 
（９）最近３決算期間の業績  
決算期 平成16年5月 平成17年5月 平成18年5月 
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売上高（百万円） － － 2 
経常利益（百万円） － － ▲22 
当期純利益（百万円） － － ▲22 

 
⑪ 
（１）会社名 有限会社三愛信販 
（２）所在地 山形市十日町四丁目1番6号 
（３）代表者 取締役 木村 和雄 
（４）資本金 3百万円 
（５）決算期 6月1日から5月31日 
（６）設立日 昭和59年6月18日 
（７）株主 合同会社エーエスエー・ファイブ（100％） 
（８）事業内容 消費者金融業 
（９）最近３決算期間の業績  
決算期 平成16年5月 平成17年5月 平成18年5月 
売上高（百万円） 1,449 1,409 1,333 
経常利益（百万円） 781 706 630 
当期純利益（百万円） 418 473 399 

 
⑫ 
（１）会社名 有限会社ミリオン 
（２）所在地 山形市香澄町一丁目3番1号山形駅前第二ビル 
（３）代表者 取締役 須藤 信也 
（４）資本金 3百万円 
（５）決算期 6月1日から5月31日 
（６）設立日 昭和59年9月1日 
（７）株主 合同会社エーエスエー・ファイブ（100％） 
（８）事業内容 消費者金融業 
（９）最近３決算期間の業績  
決算期 平成16年5月 平成17年5月 平成18年5月 
売上高（百万円） 999 963 957 
経常利益（百万円） 405 361 319 
当期純利益（百万円） 230 217 218 

 
⑬ 
（１）会社名 有限会社アルト 
（２）所在地 山形市香澄町一丁目3番1号 
（３）代表者 取締役 後藤 隆彦 
（４）資本金 3百万円 
（５）決算期 6月1日から5月31日 
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（６）設立日 昭和59年9月5日 
（７）株主 合同会社エーエスエー・ファイブ（100％） 
（８）事業内容 消費者金融業 
（９）最近３決算期間の業績  
決算期 平成16年5月 平成17年5月 平成18年5月 
売上高（百万円） 772 738 698 
経常利益（百万円） 386 328 294 
当期純利益（百万円） 215 220 182 

 
⑭ 
（１）会社名 有限会社ジャパン 
（２）所在地 福島市栄町7番32号 
（３）代表者 取締役 鎌田 善志 
（４）資本金 3百万円 
（５）決算期 6月1日から5月31日 
（６）設立日 昭和59年9月5日 
（７）株主 合同会社エーエスエー・ファイブ（100％） 
（８）事業内容 消費者金融業 
（９）最近３決算期間の業績  
決算期 平成16年5月 平成17年5月 平成18年5月 
売上高（百万円） 2,728 2,734 2,742 
経常利益（百万円） 1,625 1,624 1,630 
当期純利益（百万円） 1,164 1,064 983 

 
⑮ 
（１）会社名 有限会社ジェーシー 
（２）所在地 福島県郡山市中町5番19号 
（３）代表者 取締役 佐藤 亮 
（４）資本金 5百万円 
（５）決算期 6月1日から5月31日 
（６）設立日 平成17年4月25日 
（７）株主 合同会社エーエスエー・ファイブ（100％） 
（８）事業内容 消費者金融業 
（９）最近３決算期間の業績  
決算期 平成16年5月 平成17年5月 平成18年5月 
売上高（百万円） － － 0 
経常利益（百万円） － － ▲7 
当期純利益（百万円） － － ▲7 

 
⑯ 
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（１）会社名 株式会社セーブ 
（２）所在地 青森県八戸市大字三日町38番地花小路ビル2 
（３）代表者 代表取締役 工藤 正弘 
（４）資本金 13百万円 
（５）決算期 6月1日から5月31日 
（６）設立日 平成11年9月2日 
（７）株主 ＧＭＯネットカード株式会社（100％） 
（８）事業内容 消費者金融業 
（９）最近３決算期間の業績  
決算期 平成16年5月 平成17年5月 平成18年5月 
売上高（百万円） 568 558 534 
経常利益（百万円） 317 299 272 
当期純利益（百万円） 176 192 166 

 
⑰ 
（１）会社名 有限会社Ｎコーポレーション 
（２）所在地 仙台市青葉区花京院二丁目1番61号 
（３）代表者 取締役 鎌田 好勝 
（４）資本金 5百万円 
（５）決算期 6月1日から5月31日 
（６）設立日 平成17年10月20日 
（７）株主 合同会社エーエスエー・ファイブ（100％） 
（８）事業内容 貸金業の取引に関する研究・コンサルタント業 
（９）最近３決算期間の業績  
決算期 平成16年5月 平成17年5月 平成18年5月 
売上高（百万円） － － 0 
経常利益（百万円） － － 0 
当期純利益（百万円） － － 0 

 
 
４．株式譲渡先の概要 

（１）会社名 株式会社ＮＫ３ホールディングス 

（２）所在地 東京都渋谷区桜丘町 20 番 1 号 

（３）代表者 代表取締役 鎌田 好勝 
（４）資本金 570万円 
（５）決算期 ３月 
（６）設立日 平成19年 7月 18日 
（７）株主 鎌田 好勝 30％、小島 勝 30％、野田 貴 20％、北野 克

也 20％ 
（８）事業内容 投資事業 
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（９）最近３決算期間の業績 設立間もないため、該当事項はありません。 
 
５．譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

（１）譲渡前の所有株式数 

105,640 株（所有割合 91.1 ％） 

（議決権の数 105,640 個） 

（２）譲渡株式数 

105,640 株（譲渡価額 5,282 千円） 

（議決権の数 105,640 個） 

 なお、質権設定がなされている株式のうち 25,159 株につきましては、債権者の承諾を停止条件としてお 

ります。 

（３）譲渡後の所有株式数 

0 株（所有割合 0.0 ％） 

（議決権の数 0 個） 

 なお、新株予約権 950,760 個を平成 19 年 8 月 15 日に無償で取得予定であります。 

 

６．株式譲渡の日程 

平成 19 年 8 月 13 日     当社及び GMOLCH 取締役会決議 

平成 19 年 8 月 13 日     株式売買契約書調印 

平成 19 年 8 月 21 日（予定） 株式譲渡日 

 

７．株式譲渡により当期の総資産、売上高及び損益に与える影響 

（１）連結総資産、売上高及び損益に与える影響 

①総資産 ：GMOLCH 以下連結子会社 18 社が当社連結対象から外れることなどにより、総資産は約 600 億

円減少する見込みです。 

②売上高 ：当期下半期以降、GMOLCH 以下連結子会社 18 社が当社連結対象から外れることなどにより、当

期の連結売上高は約 130 億円減少する見込みです。 

③経常損益：当期下半期以降、GMOLCH 以下連結子会社 18 社が当社連結対象から外れることにより、当初見

込んでいた 21.5 億円程度の経常利益が減少する見込みです。 

④特別損失：GMOLCH 株式譲渡に伴い、「のれん」の減損損失を約 59 億円及び新株予約権の評価損を 5億円

計上します。 

（２）個別損益に与える影響 

 GMOLCH 株式譲渡に伴い、子会社株式の評価損 263 億円及び新株予約権の評価損 5 億円を計上します。 

 

８．商号変更 

 当社が所有する全株式を譲渡することにより、GMO ローン・クレジットホールディングス株式会社ならび

にその子会社である GMO ネットカード株式会社は、本日の各社取締役会にて、商号変更することを決議し、

臨時株主総会の決議をもって、変更することといたしました。 
（１） 変更の理由 
 当社が所有する全株式を譲渡したことにより、資本的関係が消滅したため。 
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（２） 新商号 

現 商 号 新 商 号 

GMO ローン・クレジットホールディングス株式会社 ＮＣローン・クレジットホールディングス株式会社 

GMO ネットカード株式会社 ネットカード株式会社 

（３） 変更日 

  平成 19 年 8 月 21 日予定 
 
 

以 上 


