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会 社 名  ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 

代 表 者 名      代表取締役社長   井  原  勝 美    

（コード番号：8729 東証第一部） 

 

ソニー銀行株式会社（連結子会社）とマネックスグループ株式会社との 

金融商品仲介サービスの拡充を目的とする事業提携強化の基本合意ならびに 

ソニーバンク証券株式会社（連結孫会社）の株式譲渡に関するお知らせ 
 

 

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社の 100％子会社であるソニー銀行株式会社（以下 

ソニー銀行）は、本日、マネックスグループ株式会社（以下 マネックスグループ）との間で、金融

商品仲介サービスの拡充を目的として、同社 100％子会社であるマネックス証券株式会社（以下 マネ

ックス証券）との事業提携強化について基本合意するとともに、ソニー銀行の 100％子会社であるソ

ニーバンク証券株式会社（以下 ソニーバンク証券）の全株式を、2012 年８月１日付でマネックスグ

ループに譲渡する契約を締結しましたのでお知らせします。 
 

記 

１.事業提携強化ならびに株式譲渡の理由 

ソニー銀行は、2007 年６月にソニーバンク証券を設立し、株式等の金融商品仲介サービスをソニー

銀行のお客様へ提供してまいりました。 

証券関連商品の多様化やサービスの高度化が進む中、お客さまの資産運用ニーズに対し、ソニー銀

行としてより一層幅広く、かつスピーディーにお応えするための方策について様々な観点から検討し

た結果、国内外の豊富な証券商品ラインアップに加え、多種多様なトレーディングツールをお客さま

へ提供することを目的として、マネックスグループとの事業提携を強化することとしました。その一

環として、ソニー銀行はソニーバンク証券の全株式をマネックスグループに譲渡いたします。これに

より、ソニーバンク証券はマネックスグループの 100％子会社となり、今年度中を目処にマネックス

証券と合併することを予定しております。 

 

２．今後の事業提携強化による金融商品仲介サービスについて 

ソニー銀行およびソニーバンク証券のお客さまにおきましては、現在のお取引に関し、本件株式譲

渡に際して何らお手続きいただく必要はなく、ソニーバンク証券とマネックス証券との合併までの間、

従来通りの金融商品仲介サービスをご利用いただけます。 
ソニー銀行のお客さまにつきましては、ソニーバンク証券とマネックス証券の合併後も、一層充実

した金融商品仲介サービスをマネックス証券より提供する予定です。 

ソニーバンク証券とマネックス証券の合併以降、ソニー銀行がマネックス証券を通じて提供するこ

とを予定している金融商品仲介サービスの概要は以下のとおりです。 

取り扱い商品 国内株式、国内 ETF、国内 REIT、海外株式、海外 ETF、外国債券 など 

サービス 

・ マネックス証券の証券総合口座開設の勧誘・取次ぎ 

・ ソニー銀行のサービスサイトからマネックス証券の会員向けサイト

へのオートログインサービス 

・ ソニー銀行の円普通預金からマネックス証券口座への振込機能 

合併後の商品・サービス内容などの詳細については、決定次第、ソニー銀行よりお客さまへお知ら

せいたします。 

 



   

 

３.ソニー銀行株式会社の概要 

（１）名称 ソニー銀行株式会社 

（２）所在地 東京都千代田区神田錦町三丁目 26 番地 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 石井 茂 

（４）事業内容 銀行業 

（５）資本金 310 億円 

（６）設立年月日 2001 年４月２日 

（７）大株主及び持株比率 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 100％ 

 

４.事業提携強化ならびに株式譲渡の相手先の概要 

（１）名称 マネックスグループ株式会社 

（２）所在地 東京都千代田区麹町二丁目４番地１ 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長 CEO 松本 大 

（４）事業内容 金融商品取引業等を営む会社の株式の保有 

（５）資本金 10,393 百万円 

（６）設立年月日 2004 年８月２日 

（７）純資産 72,459 百万円（2012 年３月 31 日現在） 

（８）総資産 535,663 百万円（2012 年３月 31 日現在） 

（９）大株主及び持株比率 

オリックス株式会社 22.45％ 

松本 大      8.69％ 

ソニー株式会社   3.91％ 

資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係は

ありません。また、当社の関係者及び関係会社と当

該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき

資本関係はありません。 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係は

ありません。また、当社の関係者及び関係会社と当

該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき

人的関係はありません。 

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係は

ありません。なお、ソニー銀行と当該会社の 100％

子会社であるマネックス証券株式会社との間で金融

商品仲介取引があります。 

（10）上場会社と当該会社

との関係 

関連当事者へ

の該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。

また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関

連当事者には該当しません。 

（11）当該会社の直近３年間の財政状態及び経営成績              （単位：百万円） 
決算期 2010 年３月期 2011 年３月期 2012 年３月期 

営業収益 22,499 25,227 32,292 

純営業収益 19,921 22,589 29,054 

経常利益 4,479 4,990 2,373 

当期純利益 3,776 1,992 1,422 

１株当り当期純利益（円） 1,527 647 467 

純資産 66,310 71,025 72,459 

総資産 374,688 365,730 535,663 

１株当り純資産（円） 22,139 22,154 24,093 



   

 

（ご参考）マネックス証券株式会社の概要 

名称 マネックス証券株式会社 

所在地 東京都千代田区麹町二丁目４番地１ 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 CEO 松本 大 

事業内容 金融商品取引業等 

資本金 7,425 百万円 

設立年月日 1999 年５月 20 日 

純資産 34,563 百万円 （2012 年３月 31 日現在） 

総資産 313,542 百万円（2012 年３月 31 日現在） 

大株主及び持株比率 マネックスグループ株式会社 100％ 

 

５.異動（株式譲渡）する孫会社（ソニーバンク証券）の概要 

（１）名称 ソニーバンク証券株式会社 

（２）所在地 東京都千代田区神田錦町三丁目 26 番地 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 杉浦 康浩 

（４）事業内容 金融商品取引業 

（５）資本金 25 億円 

（６）設立年月日 2007 年６月 19 日 

（７）大株主及び持株比率 ソニー銀行株式会社 100％ 

資本関係 
当社の連結子会社（孫会社）であり、当該会社の株

式を 100％間接保有しております。 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係は

ありません。なお、ソニーバンク証券の全役職員は

ソニー銀行からの出向者であります。 

（８）上場会社と当該会社

との関係 

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係は

ありません。なお、ソニー銀行と当該会社との間に

は、金融商品仲介取引、不動産賃貸借があります。

（９）当該会社の直近３年間の財政状態及び経営成績 （単位：千円） 

決算期 2010 年３月期 2011 年３月期 2012 年３月期 

営業収益 113,452 127,438 99,172 

営業損失 731,731 709,789 530,881 

経常損失 505,661 466,511 297,977 

当期純損失 519,030 471,526 551,238 

１株当り当期純損失 17 10 11 

純資産 1,649,184 3,177,657 2,626,419 

総資産 2,958,991 4,662,939 4,227,532 

１株当り純資産 54 63 52 

 

６.譲渡株式数、譲渡金額および譲渡前後の所有株式の状況 

（１）譲渡株式数および譲渡金額 

譲渡株式数 50,000 株（発行済株式に対する割合 100％） 

譲渡金額 約 22 億円 

（２）譲渡前後の所有株式の状況 

 ソニー銀行 マネックスグループ 

50,000 株 0 株 
異動前の所有株式数 

（所有割合：100％） （所有割合：0％） 

0 株 50,000 株 
異動後の所有株式数 

（所有割合：0％） （所有割合：100％） 

 



   

 

７.日程 

2012 年７月 17 日 事業提携強化に関する覚書ならびに株式譲渡契約の締結 

2012 年８月 １日 株式譲渡 

 

８.今後の見通し 

 本件事業提携強化ならびに株式譲渡による当社および当社グループ（連結）の業績への影響は軽微

であります。 

なお、当社グループの連結業績見通しについては、2012 年５月 10 日に発表したものから変更はあ

りません。 

（ご参考） 

平成 24 年３月期連結業績実績および平成 25 年３月期連結業績予想【連結】 （単位：億円） 

 実績 平成 24 年３月期 

（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

予想 平成 25 年３月期 

（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

経 常 収 益 10,780 11,150 

経 常 利 益 746 670 

当期純利益 328 370 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（お問い合わせ先） 

  ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 

   広報・ＩＲ部   電話： （03）5785－1074  E-mail： press@sonyfh.co.jp 

 （ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社のホームページ） 

   http://www.sonyfh.co.jp/ 

http://www.sonyfh.co.jp/

