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Zホールディングスの金融サービスのブランド統一 

および連結子会社の商号変更に関するお知らせ 

 

Zホールディングス株式会社（以下、ZHD）、Zフィナンシャル株式会社（以下、ZF）およびソフト

バンク株式会社（以下、SB）は、2020年秋以降順次、各社傘下の金融事業会社 6社の社名およびサービ

ス名を「PayPay」ブランドに統一することとしましたのでお知らせします。なお、金融事業会社 6社に

おける社名変更については、各社取締役会において、各社の株主総会で「定款一部変更の件」が承認され

ることを条件として、商号の変更を行うことを決議しました。 

 

記 

 

1．商号変更の背景 

ZHD傘下の中核企業の一つであるヤフー株式会社（以下、ヤフー）が出資するPayPay株式会社のスマ

ホ決済サービス「PayPay」は、累計ユーザー数が3,000万人（2020年6月時点）を突破するなど、多くの

ユーザーにご利用いただくサービスへと急速に成長しています。 

ヤフーは、提供するオンラインサービスへの「PayPay」決済の導入や「PayPayボーナスライト」など

の特典の付与、eコマースサービス「PayPayフリマ」、「PayPayモール」の開始など、昨年より「PayPay」

と強固に連携することで、急速に成長する「PayPay」のユーザーを取り込み、コマース事業の成長を加速

させています。 

このたび、銀行やクレジットカード、保険などZHDおよびSB傘下の金融事業会社が提供する金融サー

ビスについても「PayPay」との連携を強化し、金融事業を成長させていくとともに、わかりやすい名称と

することでユーザーに親しみをもってサービスをご利用いただきたいという思いのもと、社名やサービス

名を「PayPay」ブランドに統一することとしました。 
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2．金融事業会社の社名、サービス名の変更 

ZHDおよびSB傘下の金融事業会社 6社の社名および、各社が提供するサービス名は、2020年秋以降

順次「PayPay」ブランドを冠した社名・サービス名に変更、または「PayPay」ブランドを冠した新たな

サービスとして開始する予定です。また、社名変更については、各社株主総会により承認可決されること

および必要に応じ所管官公庁の許認可等が得られることを条件として実施される予定です。 

 

現名称 

 

新名称 

社名 サービス名 社名 サービス名 

ワイジェイカード 

株式会社 

Yahoo! JAPANカー

ド 

PayPayカード株式会社 PayPayカード 

Yahoo! JAPANカード（継

続） 

株式会社 

ジャパンネット銀行 

ジャパンネット銀行 PayPay銀行株式会社 

 

PayPay銀行 

株式会社One Tap 

BUY 

One Tap BUY PayPay証券株式会社 PayPay証券 

ワイズ・インシュアラ

ンス株式会社 

Yahoo!保険 PayPay保険サービス 

株式会社 

PayPay保険 

ワイジェイFX 

株式会社 

YJFX! PayPay FX株式会社 

 

PayPay FX 

アストマックス投信投

資顧問株式会社 

Yjam PayPayアセットマネジ

メント株式会社 

PayPay投信 

 

3．今後の金融事業 

ZHDのグループ企業は、検索、eコマース、決済、旅行など、「調べる」、「買う」、「支払う」、「予約する」

といったユーザーのアクションを促す数多くの「場」を提供しています。ZHDは、これらの「場」におい

て、ユーザーがアクションを起こす際のニーズに沿った最適な金融商品もあわせて提案する、「シナリオ金

融」構想の拡充を目指しています。2020年1月には「ヤフオク!」での商品購入時にワンストップで保険に

加入できる「ヤフオク!修理保険」の提供を開始しました。 

「シナリオ金融構想」の実現により、ユーザーにおいては金融商品の購入や申し込みをする際の利便性

が向上するとともに、ZHDグループにおいては金融商品の販売強化に加え、サービスを提供するeコマー
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スなどの「場」自体の魅力向上にもつながります。 

 

また「PayPay」との連携を強化し、「PayPay」が掲げるユーザーの生活をもっと豊かで便利にする「ス

ーパーアプリ化」構想の実現に向け、「PayPay」アプリにおいて「ローン」や「保険」といったZHDグル

ープの金融サービスの提供を拡充していく予定です。 

 

なお、今秋よりPayPayカードのキャンペーンをはじめ、ブランド統一にあわせ各種キャンペーンを順

次実施する予定です。 

 

ZHDおよびZFは、グループ全体でユーザーに便利で快適な金融サービスを提供するとともに、金融事業

を大きく飛躍させるべくまい進していきます。 

 

 

4．ZHDの連結子会社 

(1) ワイジェイカード株式会社の商号変更 

 

① 連結子会社の概要 

現商号 ワイジェイカード株式会社（英文：YJ Card Corporation） 

所在地 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目4番2号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 安藤 聰 

事業内容 クレジットカード事業、カードローン事業、信用保証事業 

資本金 100百万円（2020年 3月31日現在） 

親会社および持株比率 ヤフー株式会社 100% 

 

② 新商号 

PayPayカード株式会社（英文：PayPay Card Corporation） 

 

③ 商号変更の条件 

ワイジェイカード株式会社の株主総会で「定款一部変更の件」が承認されること。 

 

④ 商号変更の決定にかかる取締役会決議日 

2020年7月31日。なお、商号変更日は、決定次第お知らせいたします。 

 

 

(2) 株式会社ジャパンネット銀行の商号変更 

 

① 連結子会社の概要 

現商号 株式会社ジャパンネット銀行（英文：The Japan Net Bank, Limited） 

所在地 東京都新宿区西新宿2-1-1 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田鎖 智人 

事業内容 銀行業 
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資本金 37,250百万円（2020年3月 31日現在） 

親会社および持株比率 Zフィナンシャル株式会社 46.6% 

 

② 新商号 

PayPay銀行株式会社（英文：PayPay Bank Corporation） 

 

③ 商号変更の条件 

株式会社ジャパンネット銀行の株主総会で「定款一部変更の件」が承認されること、 

および所管官公庁の許認可等が得られること。 

 

④ 商号変更の決定にかかる取締役会決議日 

2020年7月31日。なお、商号変更日は、決定次第お知らせいたします。 

 

 

(3) ワイズ・インシュアランス株式会社の商号変更 

 

① 連結子会社の概要 

現商号 ワイズ・インシュアランス株式会社（英文：Y's Insurance Inc.） 

所在地 東京都千代田区紀尾井町1-3 

代表者の役職・氏名 代表取締役 山本 達也 

事業内容 損害保険代理業務、生命保険募集に関する業務 

資本金 30百万円（2020年3月 31日現在） 

親会社および持株比率 ヤフー株式会社 60% 

 

② 新商号 

PayPay保険サービス株式会社（英文：PayPay Insurance Service Corporation） 

 

③ 商号変更の条件 

ワイズ・インシュアランス株式会社の株主総会で「定款一部変更の件」が承認されること。 

 

④ 商号変更の決定にかかる取締役会決議日 

2020年7月30日 

 

 

(4) ワイジェイFX株式会社の商号変更 

 

① 連結子会社の概要 

現商号 ワイジェイFX株式会社（英文：YJFX, Inc.） 

所在地 東京都千代田区紀尾井町1-3 
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代表者の役職・氏名 代表取締役社長CEO 松本 好史 

事業内容 金融商品取引業 

資本金 490百万円（2020年 3月31日現在） 

親会社および持株比率 ヤフー株式会社 100% 

 

② 新商号 

PayPay FX株式会社（英文：PayPay FX Corporation） 

 

③ 商号変更の条件 

ワイジェイFX株式会社の株主総会で「定款一部変更の件」が承認されること。 

 

④ 商号変更の決定にかかる取締役会決議日 

2020年7月29日 

  

 

(5) アストマックス投信投資顧問株式会社の商号変更 

 

① 連結子会社の概要 

現商号 アストマックス投信投資顧問株式会社（英文：Astmax Asset Management, 

Inc.） 

所在地 東京都千代田区神田錦町1-1 

代表者の役職・氏名 代表取締役 明丸 大悟 

事業内容 金融商品取引業 

資本金 95百万円（2020年3月 31日現在） 

親会社および持株比率 ヤフー株式会社 50.1% 

 

② 新商号 

PayPayアセットマネジメント株式会社（英文：PayPay Asset Management Corporation） 

 

③ 商号変更の条件 

アストマックス投信投資顧問株式会社の株主総会で「定款一部変更の件」が承認されること。 

 

④ 商号変更の決定にかかる取締役会決議日 

2020年7月31日。なお、商号変更日は、2021年3月8日を予定しています。 

 

 

5．SBの連結子会社 

(1) 株式会社One Tap BUYの商号変更 
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① 連結子会社の概要 

現商号 株式会社One Tap BUY（英文：One Tap BUY Co., Ltd.） 

所在地 東京都港区六本木6-10-1 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長CEO 内山 昌秋 

事業内容 証券業 

資本金 5,175百万円（2020年 7月31日現在） 

親会社および持株比率 ソフトバンク株式会社 66.1% 

 

② 新商号 

PayPay証券株式会社（英文：PayPay Securities Corporation） 

 

③ 商号変更の条件 

株式会社One Tap BUYの株主総会で「定款一部変更の件」が承認されること。 

 

④ 商号変更の決定にかかる取締役会決議日 

2020年7月29日 

 

以 上 

 


