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株式会社サイバーエージェント FX の株式譲渡に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社連結子会社 株式会社サイバーエージェント FX（本社：

東京都渋谷区、代表取締役社長： 西條 晋一、以下サイバーエージェント FX）の株式を下記のとおりヤ

フー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長： 宮坂 学、以下ヤフー）に譲渡することを決議い

たしました。 

なお、当該株式譲渡に関しては、関係当局への届出等の手続きが完了することを前提としております。 

 

1． 株式譲渡の理由 

 

 当社は、「選択と集中」という観点から、当社が 100％を保有するサイバーエージェント FX の株式を

全てヤフーに譲渡いたします。当社は、スマートフォン向けコミュニティ&ゲーム SNS 「Ameba」を注力

事業とし、インターネット広告事業、SAP※事業、投資育成事業に絞り事業展開してまいります。 

  

※SAP：Social Application Provider の略称（プラットフォームにゲームやサービスを提供する事業） 

 

2．異動する子会社の概要 

 

(1) 名称 株式会社サイバーエージェント FX 

(2) 所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目 12-1 渋谷マークシティウェスト 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 西條 晋一 

(4) 事業内容 FX（外国為替証拠金取引）事業 

(5) 資本金 490 百万円 

(6) 設立年月日 2003 年 9 月 1日 

(7) 大株主及び持株比率 株式会社サイバーエージェント            100％

(8) 当社との関係 

 

資本関係 当社はサイバーエージェント FX の普

通株式 16,200 株（持株比率 100％）を

所有しております。 

人的関係 当社従業員が、サイバーエージェント

FX の代表取締役を兼務しております。



 

 

取引関係 2012 年 9 月期において、サイバーエー

ジェント FX への広告販売および配当

金の受取等の取引があります。 

(9) 近 3 年間の経営成績及び財政状態                  （単位：百万円）

決算期 2010 年 3 月期 2011 年 3 月期 2012 年 3 月期 

純資産 5,107 6,777 9,067

総資産 29,527 44,567 65,990

1 株当たり純資産（円） 315,264.30 418,371.00 559,711.38

営業収益 6,734 7,002 8,498

営業利益 3,480 2,931 4,021

経常利益 3,379 2,790 3,915

当期純利益 2,004 1,670 2,289

1 株当たり当期純利益（円） 123,761.89 103,106.70 141,340.37

1 株当たり配当金 ‐ ‐ 61,730

 

 

3. 株式譲渡先の概要 

 

(1) 名称 ヤフー株式会社 

(2) 所在地 東京都港区赤坂九丁目 7-1 ミッドタウン・タワー 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 宮坂 学 

(4) 事業内容 インターネット上の広告事業 

イーコマース事業 

会員サービス事業 

その他事業 

(5) 資本金 8,022 百万円                （2012 年 9月末現在） 

(6) 設立年月日 1996 年 1 月 31 日 

(7) 大株主及び持株比率 

 

 

ソフトバンク株式会社               35.44%

ヤフーインク                   34.74%

SBBM株式会社                   6.42%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）1.75%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）  1.29%

シービー ニューヨーク オービス ファンズ      0.75%

（2012 年 9月末現在）

(8) 上場会社と当該会社と

の間の関係 

 

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。 

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。 

取引関係 当社と当該会社の間には、2012 年 9 月

期において、広告仕入および広告販売

等の取引関係があります。 



 

 

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。 

(9) 近 3 年間の連結経営成績及び財政状態              （単位：百万円） 

決算期 2010 年 3 月期 2011 年 3 月期 2012 年 3 月期 

純資産 312,273 385,105 468,300

総資産 418,262 471,745 562,022

1 株当たり純資産（円） 5,335.79 6,593.20 8,020.35

売上高 279,856 292,423 302,088

営業利益 143,825 159,604 165,004

経常利益 143,360 160,218 167,300

当期純利益 83,523 92,174 100,559

1 株当たり当期純利益（円） 1,438.23 1,589.53 1,733.81

1 株当たり配当金  （円） 288.00 318.00 347.00

 

4. 譲渡株式数および譲渡価格及び譲渡前後の所有株式の状況 

 

(1) 異動前の所有株式数 
16,200 株   (議決権の数：16,200 個) 

(所有割合 ：100％) 

(2) 譲渡株式数 16,200 株   (議決権の数：16,200 個) 

(3) 譲渡価格 サイバーエージェント FX の普通株式   21,000 百万円 

(4) 異動後の所有株式数 
0 株       (議決権の数：0個) 

(所有割合 ：0％) 

 

5．異動の日程 

 

(1) 取締役会決議 2012 年 12 月 12 日 

(2) 契約日 2012 年 12 月 12 日 

(3) 株式譲渡日 2012 年 1 月 31 日（予定） 

 

6．今後の見通し 

 

サイバーエージェント FX の株式譲渡により関係会社株式の売却益が約 100 億円発生する見込み

です。2012 年 11 月 7 日にお知らせした株式会社 Cygames の株式譲渡益を含み、約 160 億円を 2013

年9月期の特別利益に計上予定ですが、Ameba事業の大規模プロモーションの影響を見極めており、

現時点では 2013 年 9 月期の業績予想の開示を見合わせております。合理的な算出ができ次第、速

やかに公表いたします。また、サイバーエージェント FX は、2013 年 2 月 1日より当社連結業績か

ら外れる見込みです。 

 

以上 

 


