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子会社の異動を伴う子会社株式の公開買付け応募の結果 

および特別利益の発生に関するお知らせ 

 

当社は、平成23年６月10日付「株式会社ウェブマネーに対する公開買付けへの応募に関する

お知らせ」でお知らせしましたとおり、同日開催の取締役会において、当社の連結子会社である

株式会社ウェブマネー（以下、ウェブマネー）の株式について、KDDI株式会社（以下、KDDI）が

実施する公開買付け（以下、本公開買付け）に応募する旨の応募契約の締結を決議していました

が、当該応募契約に基づき、本公開買付けに応募いたしましたところ、今般、本公開買付けが平

成23年７月11日をもって成立・終了したことにより、当社が保有するウェブマネー株式の全部

をKDDIに譲渡することとなり、この結果、ウェブマネーは当社の連結子会社に該当しないことに

なりますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 
 
１．異動する子会社（ウェブマネー）の概要（平成23年３月31日現在）  

(1)  名称  株式会社 ウェブマネー 

(2)  所在地  東京都港区浜松町一丁目18番16号 

(3)  代表者の役職・氏名  代表取締役社長 吉田 眞市 

(4)  事業内容  １.電子マネーWebMoneyの発行・販売 

２.WebMoneyを利用した電子決済サービスの提供 

(5)  資本金  466百万円 

(6)  設立年月日  昭和63年３月24日 

(7)  大株主および持株比率  

 

株式会社フェイス 

ゴールドマンサックスインターナショナル 

（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 

ドイチェ バンク アーゲー ロンドン ピービー  

ノントリティー クライアンツ 613 

（常任代理人 ドイツ証券株式会社） 

高津 祐一 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 

野村信託銀行株式会社（信託口） 

エイチエスビーシー ファンド サービシィズ  

クライアンツ アカウント 500ピー 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

CGML-IPB CUSTOMER COLLATERAL ACCOUNT 

（常任代理人 シティバンク銀行株式会社） 

野村證券株式会社 
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資本関係 当社は、当該会社の議決権の46.22％を保有して

おります。（持株比率は、43.16％） 

人的関係 当社役員による当該会社の役員兼任等の関係が

あります。  

(8)  当該会社との関係  

取引関係 当該会社は、当社グループの提供する一部サービ

スの決済機能を担っております。 

（注１）ウェブマネーは、自己株式4,129株を保有していますが、当該自己株式には議決権がないため、上記の大株主か

ら除いています。 

（注２）タワー投資顧問株式会社の平成23年３月16日付大量保有報告書の変更報告書には、同社が同月15日現在ウェブ

マネーの普通株式を9,878株保有（株券等保有割合15.85％）している旨の記載があります。 

 

（9）当該会社の最近３年間の連結経営成績および財務状態        （単位：百万円） 

決算期 平成21年３月期  平成22年３月期  平成23年３月期  

売上高 39,479 46,242 75,168

営業利益 462 756 1,379

経常利益 481 781 1,420

当期純利益 81 338 933

純資産 1,974 2,141 3,061

総資産 11,078 13,202 17,953 

    （単位：円） 

1株当たり純資産額 35,007.10 37,693.93 52,602.08

1株当たり当期純利益 1,398.46 5,941.22 16,089.90

1株当たり配当金 1,000 1,000 1,000

（注）各期に係る記載については、ウェブマネーが提出している各期の有価証券報告書からそれぞれ抜粋しています。 

 

２．公開買付者（KDDI）の概要（平成23年３月31日現在） 

(1)  名称  KDDI株式会社 

(2)  所在地  東京都新宿区西新宿二丁目3番2号 

(3)  代表者の役職・氏名  代表取締役社長 田中 孝司 

(4)  事業内容  移動通信事業、固定通信事業 

(5)  資本金  141,851百万円  

(6)  設立年月日  昭和59年６月１日  

(7)  純資産 2,171,839百万円 

(8)  総資産 3,778,918百万円 

(9)  大株主および持株比率 

 

京セラ株式会社 

トヨタ自動車株式会社 

東京電力株式会社 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

日本郵政共済組合 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー

505225（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行

決済営業部） 
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メロンバンクエヌエーアズエージェントフォーイッツ

クライアントメロンオムニバスユーエスペンション 

（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行決済 

営業部） 

1.01％

資本関係 該当事項はございません。 

人的関係 該当事項はございません。 

取引関係 当該会社は、当社のコンテンツ事業の一部を受託して

おります。 

(10) 当該会社との関係  

 

関連当事

者への該

当状況 

該当事項はございません。 

 

３．公開買付け応募の概要 

(1)  応募前の所有株式数  26,899 株  

（議決権の数 ：26,899個）  

（発行済株式総数に対する割合 ：43.16％（平成23年３月31日現在）） 

(2)  応募株式数  26,899 株  

（議決権の数 ：26,899個）  

（発行済株式総数に対する割合 ：43.16％（平成23年３月31日現在））

（譲渡価額：8,795,973千円（１株あたり327千円））  

(3)  応募後の所有株式数  ０ 株  

（議決権の数 ：０ 個）  

（発行済株式総数に対する割合 ：0.00 ％）  

 

４．決済の開始日 平成23年７月19日 

 

５．今後の見通し  

本件により、ウェブマネーは当社の連結対象子会社から外れることとなります。また、当社は、

本件により個別決算において7,664百万円の関係会社株式売却益を特別利益として計上いたしま

すが、当社の第１四半期連結会計期間においては、ウェブマネーは連結対象子会社となるため、

連結業績予想の修正および連結決算における特別利益の発生に関しては、当社およびウェブマネ

ーの第１四半期業績が判明次第、速やかに開示いたします。 

 

以 上 


