2018.11.27
LINE 株式会社
株式会社みずほフィナンシャルグループ
LINE Credit 株式会社
LINE Financial 株式会社
株式会社みずほ銀⾏
株式会社オリエントコーポレーション

LINE およびみずほフィナンシャルグループ、
各社グループ会社を引受先とした LINE Credit による
第三者割当増資実⾏に関して合意
独⾃のスコアリングプラットフォームの構築および、ローンサービスの展開を⽬指す
LINE 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社⻑：出澤 剛、以下「LINE」）と株式会社みずほフィナンシャルグ
ループ（本社：東京都千代⽥区、執⾏役社⻑：坂井 ⾠史）は、各社グループ会社である LINE Financial 株式会社（本
社：東京都新宿区、代表取締役：出澤 剛、以下「LINE Financial」）、株式会社みずほ銀⾏（本社：東京都千代⽥区、頭
取：藤原 弘治、以下「みずほ銀⾏」）、株式会社オリエントコーポレーション（本社：東京都千代⽥区、代表取締役社
⻑：河野 雅明、以下「オリコ」）を引受先とする、LINE Credit 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：⾼ 永
受、以下「LINE Credit」）による第三者割当増資実⾏について合意しましたので、お知らせします。
本取引は、来春完了予定であり、完了時の出資⽐率は、LINE Financial 51%、みずほ銀⾏ 34%、オリコ 15%となる
予定です。今後、LINE Credit では、個⼈向けスコアリングサービス「LINE スコア」および、個⼈向け無担保ローンサー
ビス「LINE ポケットマネー」の提供に向け、準備を進めていきます。
LINE Financial では、「CLOSING THE DISTANCE」というコーポレートミッションのもと、⼈とお⾦・⾦融サービス
の距離を縮めるべく、コミュニケーションアプリ｢LINE｣を通じて、投資サービス「LINE スマート投資」、保険サービス
「LINE ほけん」を展開し、その他⾦融サービスの準備を進めております。2018 年 5 ⽉には、スコアリングサービスおよ
び、ローンサービス準備のために LINE Credit を設⽴、このたび、サービス開始に向けた増資実⾏を決定しました。
〈みずほ〉は、より幅広いお客さまに対して、さまざまなテクノロジーを活⽤し、これまで培った⾦融ノウハウを活か
したオープンなプラットフォームの提供を軸に、利便性の⾼い⾦融サービスを提供することを推進しています。これまで
培った⾦融ノウハウを活かした新たなスコアリングサービスおよびローンサービスを「LINE」ユーザーに提供することを
⽬的とし、関係当局による認可を前提に⾦融関連 IT 企業として LINE Credit に出資することを決定しました。
オリコでは、2020 年 3 ⽉期を初年度とする 3 ヵ年の新中期経営⽅針「Innovation for Next Orico」を掲げ、デジタル
イノベーションの実践等により新たなビジネスモデルを構築し、事業領域の拡⼤による持続的成⻑を⽬指しております。
個⼈向け無担保ローンサービスの提供実績と様々な商品のスコアリングモデルをはじめとする豊富な与信ノウハウを活か
しつつ、今般の出資を通じて新たな取り組みにチャレンジします。
LINE の⾦融事業拡⼤の⼀環としてスコアリングサービスおよびローンサービスを展開するにあたり、「LINE」が持つ
国内⽉間利⽤者数 7,800 万⼈のユーザーベースに加え、みずほ銀⾏およびオリコが有する与信審査ノウハウ、関連する蓄
積データを活かしたサービスを提供すべく、各社で今回の決議にいたりました。
今後、3 社による合弁会社となる LINE Credit では、これまでにない⾰新的な独⾃のスコアリングプラットフォームの
構築および、ユーザビリティの⾼いローンサービスの提供を⽬指していきます。
＜個⼈向けスコアリングサービス「LINE スコア」について＞
個⼈向けスコアリングサービス「LINE スコア」では、国内⽉間利⽤者数 7,800 万⼈にのぼる「LINE」のユーザーであ

れば誰もが利⽤可能とし、独⾃のスコアリングモデルによる審査のもとスコア化を⾏うことで、ユーザー個⼈の信⽤評価
の可視化、様々なサービス提供時における最適な条件提⽰を実現します。みずほ銀⾏およびオリコが有する与信審査ノウ
ハウに加えて、⾮⾦融領域のデータとして、「LINE」および LINE ファミリーサービスの利⽤状況をはじめとする LINE
プラットフォーム上での⾏動傾向データを活⽤し、ユーザーの追加情報⼊⼒等を踏まえて、総合的にスコアを算出する予
定です。オンラインによる⾦融サービスにフィットした独⾃のスコアリングプラットフォームを構築していきます。な
お、スコアの算出は、ユーザーからの同意をもとに⾏います。
スコアリングデータについては、各種 LINE ファミリーサービスにおいても活⽤していく予定です。さらに、将来的に
は、外部パートナーとの連携も⾒据えております。
＜個⼈向け無担保ローンサービス「LINE ポケットマネー」について＞
個⼈向け無担保ローンサービス「LINE ポケットマネー」では、上記スコアリングモデルによってユーザーが得たスコア
に応じ、ユーザー⼀⼈ひとりに適した貸付利率（年率）とご利⽤可能額を決定します。急な飲み会などの交際費、出張等
の⽴替えや医療費等、突発的な資⾦需要への対応を想定し、申し込み〜借り⼊れ〜返済までのすべてのフローがアプリ上
で完結するサービスモデルを検討していく⽅針です。
各サービスの具体的な内容については、今後、サービス開始時に改めてお知らせします。
■LINE 株式会社 概要
(1) 名称：LINE 株式会社
(2) 所在地：東京都新宿区新宿四丁⽬ 1 番 6 号 JR 新宿ミライナタワー23 階
(3) 代表者：代表取締役社⻑ 出澤 剛
(4) 事業内容：コミュニケーションアプリ「LINE」および LINE プラットフォーム上で展開するコンテンツ・サービス、
その他ウェブサービス事業、AI 事業の提供、運営
(5) 資本⾦：957 億円（2018 年 9 ⽉末時点）
(6) 設⽴年⽉⽇：2000 年 9 ⽉ 4 ⽇
■株式会社みずほフィナンシャルグループ 概要
(1) 名称：株式会社みずほフィナンシャルグループ
(2) 所在地：東京都千代⽥区⼤⼿町 1-5-5（⼤⼿町タワー）
(3) 代表者：執⾏役社⻑ 坂井 ⾠史
(4) 事業内容：銀⾏持株会社
(5) 資本⾦：2 兆 2,565 億円
(6) 設⽴年⽉⽇：2003 年 1 ⽉ 8 ⽇
■LINE Credit 株式会社 概要（2018 年 11 ⽉時点）
(1) 名称：LINE Credit 株式会社
(2) 所在地：東京都新宿区新宿四丁⽬ 1 番 6 号 JR 新宿ミライナタワー23 階
(3) 代表者：代表取締役 ⾼ 永受
(4) 資本⾦及び資本準備⾦：9.9 億円
(5) 出資⽐率：LINE Financial 株式会社 100%
(6) 設⽴⽇：2018 年 5 ⽉ 1 ⽇
■LINE Financial 株式会社 概要
(1) 名称：LINE Financial 株式会社
(2) 所在地：東京都新宿区新宿四丁⽬ 1 番 6 号 JR 新宿ミライナタワー23 階
(3) 代表者：代表取締役 出澤 剛
(4) 事業内容：⾦融関連サービスの提供
(5) 資本⾦：225 億円（2018 年 10 ⽉末時点）
(6) 設⽴年⽉⽇：2018 年 1 ⽉ 10 ⽇

■株式会社みずほ銀⾏ 概要
(1) 名称：株式会社みずほ銀⾏
(2) 所在地： 東京都千代⽥区⼤⼿町 1-5-5（⼤⼿町タワー）
(3) 代表者： 取締役頭取 藤原 弘治
(4) 事業内容： 銀⾏業
(5) 資本⾦： 1 兆 4,040 億円
(6) 発⾜⽇： 2013 年 7 ⽉ 1 ⽇
■株式会社オリエントコーポレーション 概要
(1) 名称：株式会社オリエントコーポレーション
(2) 所在地： 東京都千代⽥区麹町 5 丁⽬ 2 番地 1
(3) 代表者： 代表取締役社⻑ 河野 雅明
(4) 事業内容： 個品割賦事業、カード・融資事業、銀⾏保証事業、決済・保証事業
(5) 資本⾦： 1,500 億円
(6) 設⽴年⽉⽇： １954 年 12 ⽉ 27 ⽇

