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株式会社 VOYAGE GROUP 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 VOYAGE GROUP（本社：東京都渋谷

区、代表取締役 CEO： 宇佐美 進典、以下 VOYAGE GROUP）の株式を下記のとおりポラリス・キャピタル・

グループ株式会社が管理・運営するポラリス第二号投資事業有限責任組合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 

 

当社が 72.7％を保有する VOYAGE GROUP は、メディア事業、リサーチ事業、アドテクノロジー関連事

業、スマートフォン関連事業など、子会社 18 社を束ね、多様にビジネスを展開しております。この度、

当社は「選択と集中」という観点から、62.0％をポラリス第二号投資事業有限責任組合に株式を譲渡し、

持株比率を 10.7％にいたします。当社連結子会社から VOYAGE GROUP が独立することにともない、VOYAGE 

GROUP は経営判断のスピードを早め、さらなる事業拡大につながると期待しております。 

 

2．異動する子会社の概要 

 

(1) 名称 株式会社 VOYAGE GROUP 

(2) 所在地 東京都渋谷区神泉町 8-16 渋谷ファーストプレイス 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 CEO  宇佐美 進典 

(4 )事業内容 メディア事業 

リサーチ事業 

アドテクノロジー関連事業 

スマートフォン関連事業 

(5) 資本金 3 億 7,262 万円 

(6) 設立年月日 1999 年 10 月 8 日 

(7) 大株主及び持株比 株式会社サイバーエージェント           72.7％

宇佐美 進典                     9.9％

(8) 当社との関係 

 

資本関係 当社は VOYAGE GROUP の普通株式

15,239 株（持株比率 72.7％）を所有し

ております。 



 

 

人的関係 当社常務中山豪が、VOYAGE GROUP の取

締役を兼務しております。 

取引関係 2011 年 9 月期、VOYAGE GROUP の広告販

売（558 百万円）等の取引があります。

(9) 最近 3年間の連結経営成績及び財政状態 （単位：百万円） 

決算期 2009 年 9 月期 2010 年 9 月期 2011 年 9 月期 

純資産 1,889 2,174 2,432

総資産 3,989 4,989 5,634

1 株当たり純資産（円） 84,293.90 97,215.24 110,054.59

売上高 5,386 7,324 7,928

営業損益 507 562 497

経常損益 498 562 491

当期純損益 261 253 109

1 株当たり当期純損益（円） 12,778.98 12,522.01 5,390.55

1 株当たり配当金 ‐ ‐ ‐

 

3. 株式譲渡先の概要 

 

(1) 名称 ポラリス第二号投資事業有限責任組合 

(2) 所在地 東京都中央区八重洲二丁目 4番 1号 

(3) 設立根拠等 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有

限責任組合 

(4) 組成目的 投資を通じた日本企業の事業再構築、独自の技術力やブランド

力等のグローバル展開等による企業価値向上支援、並びにファ

ンドを介したマネーフローの創出及び循環による日本経済の

活性化による社会貢献 

(5) 組成日 2007 年 11 月 6 日 

(6) 出資の総額 319 億円 

(7) 無限責任組合員の概要 

 

 

名称：ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 

所在地：東京都中央区八重洲二丁目 4番地 1号 

代表者：代表取締役社長 木村雄治 

事業内容：投資業 

資本金：2億円 

(8) 上場会社と当該 

ファンドとの間の関係 

上場会社と当該ファ

ンドとの間の関係 

当社並びに当社の関係者及び関係会社

から当該ファンドへは直接・間接問わ

ず出資はありません。また、当社並び

に当社の関係者及び関係会社と当該フ

ァンドの出資者（原出資者を含む）と

の間に特筆すべき資本関係・人的関

係・取引関係はありません。 

上場会社と無限責任 当社と当該ファンドの無限責任組合員



 

 

組合員との間の関係 との間には、記載すべき資本関係・人

的関係・取引関係はありません。また、

当社並びに当社の関係者及び関係会社

と当該ファンドの無限責任組合員並び

に当該ファンドの無限責任組合員の関

係者及び関係会社との間には、特筆す

べき資本関係・人的関係・取引はあり

ません。 

 

4. 譲渡株式数および譲渡前後の所有株式の状況 

 

(1) 異動前の所有株式数 
15,239 株   (議決権の数：15,239 個) 

(所有割合 ：72.7％) 

(2) 譲渡株式数 13,000 株   (議決権の数：13,000 個) 

(3) 異動後の所有株式数 
2,239 株   (議決権の数：2,239 個) 

(所有割合 ：10.7％) 

 

5．異動の日程 

 

(1) 取締役会決議 2012 年 5 月 14 日 

(2) 契約日（予定） 2012 年 5 月 31 日 

(3) 株式譲渡日（予定） 2012 年 6 月 15 日 

 

6．今後の見通し 

 

VOYAGE GROUP の株式譲渡により関係会社株式の売却益が約 8億円発生いたします。2012 年 9 月

期の特別利益に計上予定ですが、当期純利益への影響が軽微のため、2012 年 9 月期連結業績予想

の修正はございません。 

 

（参考）当期連結業績予想（2011 年 10 月 27 日公表分）及び前期連結実績 （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1 株当たり 

当期純利益 

当期連結業績予想 

（2012 年 9月期） 
130,000 17,000 16,700 8,500 13,123 円 32 銭

前期実績 

（2011 年 9月期） 
119,578 14,349 14,114 7,323 11,281 円 91 銭

 

 

以上 

 

 


