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平成 24 年 12 月 12 日 

各     位 
会 社 名 ヤ  フ  ー  株 式 会 社

代表者の役職氏名 代表取締役社長  宮坂   学
（コード番号 4689 東証第一部・JASDAQ）

問 い 合 わ せ 先 最高財務責任者  大矢  俊樹
電 話 ０３－６４４０－６１７０ 

 

株式会社サイバーエージェント FX の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

 当社は本日、株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：

藤田 晋、証券コード：4751）の100%子会社である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）の全株

式を取得し、子会社化することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

なお、当該株式取得に関しては、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。 

 

記 

１．株式の取得の理由 

（1）決済・金融事業を強化し、当社の新しい事業の柱へ 

当社は、決済・金融事業をさらなる成長に向けた今後の新しい事業の柱にしたいと考え

ております。従来は「Yahoo!ウォレット」など決済事業が中心でしたが、事業強化の取り

組みの一つとして、金融事業の中でも成長分野の一つである FX 事業に参入するべく、業界

大手のサイバーエージェント FX を完全子会社化することといたしました。これにより、金

融事業や金融システム開発のノウハウを取り込むことで時間的、コスト的にも効率化を図

ることができ、FX 事業へのスムーズな参入が可能になります。また、サイバーエージェン

ト FX の強みであるスマートフォンの取引ツールを活用し、「スマートフォンファースト」

を事業方針に掲げる当社がスマートフォンでの利用者増加をさらに推進してまいります。 

 

（2）Yahoo! JAPAN の既存事業とのシナジー 

①Yahoo! JAPAN ユーザーのロイヤリティ向上 

当社は、有料会員サービス「Yahoo!プレミアム」を展開し、会員向けに様々なサービス

や特典を提供しております。今後は、会員向けへ投資商品のご案内などこれまでにない新

たな特典を追加することで満足度の向上に繋げていきます。また、「Yahoo!ポイント」につ

いても取引の度にポイントが貯まるようにするなど Yahoo! JAPAN ならではのサービス向

上にも取り組んでいく予定です。 

②Yahoo! JAPAN の集客力を生かした効果的なサービスプロモーション 

当社が運営する Yahoo! JAPAN は、パソコンで 4,861 万人（※1）、スマートフォンで 1,900

万人（※2）が利用する日本 大級のインターネットの総合情報サイトです。その集客力を

活用した効果的なプロモーションを行うことで、サイバーエージェント FX の利用者のさら
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なる増加に繋げていきます。 

※1：1 か月あたりのユニークカスタマー数。Nielsen Online「NetView」、平成 24 年 10

月、家庭もしくは職場からのアクセスによる。 

※2：当社調べ（平成 24 年 9 月時点） 

 

２．異動する子会社（サイバーエージェントFX）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番1号 

(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 平成15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) 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 
当該会社に対して、当社より検索連動型広告等の

広告サービスを提供しております。 

(9) 当該会社の 近3年間の経営成績及び財政状態 

 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 

純資産 5,107百万円 6,777百万円 9,067百万円

総資産 29,527百万円 44,567百万円 65,990百万円

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

営業収益 6,734百万円 7,002百万円 8,498百万円

営業利益 3,480百万円 2,931百万円 4,021百万円

経常利益 3,379百万円 2,790百万円 3,915百万円

当期純利益 2,004百万円 1,670百万円 2,289百万円

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

１株当たり配当金 － － 61,730.00円

 

３．株式取得の相手先の概要 

(1) 名称 株式会社サイバーエージェント 

(2) 所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤田 晋 

(4) 事業内容 
Ameba事業、インターネット広告事業、 

ソーシャルゲーム事業、投資育成事業 

(5) 資本金 7,203百万円（平成24年9月30日現在） 
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(6) 設立年月日 平成10年3月18日 

(7) 純資産 43,594百万円（平成24年9月30日現在） 

(8) 総資産 136,366百万円（平成24年9月30日現在） 

(9) 大株主及び持株比率 

藤田 晋：23.32％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）：8.12％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）：7.39％

（平成24年9月30日現在） 

(10) 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、当社広告商品の販

売代理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。 

 

４．所有株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 0株 

（議決権の数：0個） 

（議決権所有割合：0.0％） 

(2) 取得株式数 16,200株 

（議決権の数：16,200個） 

(3) 取得価額 サイバーエージェントFXの普通株式 21,000百万円 

デューデリジェンス費用等（概算額）   31百万円 

合計（概算額）           21,031百万円 

(4) 異動後の所有株式数 16,200株 

（議決権の数：16,200個） 

（議決権所有割合：100.0％） 

 

５．日程 

(1) 契約日 平成24年12月12日 

(2) 株式譲渡日 平成25年1月31日（予定） 

 

６．今後の見通し 

 本件子会社化による平成25年3月期の当社連結および単体業績への影響は軽微であると

見込まれます。 
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（参考）当期連結業績予想（平成24年10月24日公表分）および前期連結実績 

（単位：百万円） 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益

当期連結業績予想 

（平成25 年3月期） 

319,000

～325,300

173,300

～177,000

176,000

～179,700

107,300

～109,600

前期連結実績 

（平成 24 年 3 月期） 
302,088 165,004 167,300 100,559

 

以 上 


