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連結子会社 株式会社 Cygames と株式会社 DeNA の 

資本・業務提携に関するお知らせ 

  

当社は、連結子会社である株式会社 Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 渡邊 耕一、以

下 Cygames）と株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：守安功、以下 DeNA）

との間で、資本・業務提携を行い、当社が保有している Cygames の株式の一部を DeNA に譲渡すること

を 2012 年 11 月 6 日開催の取締役会において代表取締役社長 CEO に一任する決議を行い、本日 DeNA と

合意いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

1． 資本・業務提携の理由 

 

当社が 96.15％を保有する Cygames は、ソーシャル RPG カードゲームの「神撃のバハムート」を DeNA

が運営するソーシャルゲームプラットフォーム「Mobage（モバゲー）」に協業タイトルとして提供。両

社は、2012 年 2 月に戦略的提携を結び、国内に留まらず海外展開においても新規タイトルの開発やマー

ケティングにおいて協力を進めてまいりました。「神撃のバハムート」の英語版「Rage of Bahamut」は、

米国の Google Play の全アプリ売上ランキングで 1位、米国 App Store でも売上 1位を獲得したヒット

作で、海外で 500 万人以上に利用されており、現在、韓国、中国などのアジア圏にも積極的に展開して

おります。 

今後、更に両社の協力関係を強固なものにし、国内外において連携を強化していくため資本・業務提

携をいたします。 

 

2． 業務提携の内容 

 

Cygamesの有するクリエイティビティやソーシャルゲームの開発力とDeNAのソーシャルプラットフォ

ームの運営ノウハウを融合し、更なる利用者の拡大を図ってまいります。 

 

3． 資本提携の内容 

 

当社保有の Cygames の株式の一部と Cygames 取締役保有分の一部を DeNA に譲渡いたします。  

株式譲渡による、DeNA の持株比率は 24.03％になります。 

 

 

 



 

 

当社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 
2,000 株    (議決権の数：2,000 個) 

(所有割合 ：96.15％) 

(2) 譲渡株式数 460 株     (議決権の数：460 個) 

(3) 異動後の所有株式数 
1,540 株    (議決権の数：1,540 個) 

(所有割合 ：74.04％) 

 

 

4. 子会社の情報 

(2012 年 11 月 7 日現在)    

(1) 名称 株式会社 Cygames 

(2) 所在地 東京都渋谷区南平台町 16 番 17 号  

住友不動産渋谷ガーデンタワー 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 渡邊 耕一 

(4) 事業内容 モバイル向けゲームアプリ開発事業 

(5) 資本金 52 百万円 

(6) 設立年月日 2011 年 5 月 9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           96.1％

 

 

5.  株式譲渡先の概要 

 

(1) 名称 株式会社ディー・エヌ・エー 

(2) 所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目 21 番 1 号 渋谷ヒカリエ 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 守安 功 

(4) 事業内容 プラットフォーム 

ソーシャルゲーム 

インターネットマーケティング 

ｅコマース 

その他 

(5) 資本金 103 億 97 百万円          （2012 年 9月末現在） 

(6) 設立年月日 1999 年 3 月 4日 

(7) 大株主及び持株比率 

 

 

南場 智子                   13.09％ 

ソネットエンタテインメント株式会社       11.75％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社    6.61％ 

川田 尚吾                    2.67％ 

ジェーピー モルガン チェース バンク       2.17％ 

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント    2.07％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行           1.95％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社      1.89％ 

資産管理サービス信託銀行株式会社        1.38％ 



 

 

バンク オブ ニユーヨークジーシーエム クライアント アカウント 

ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイー－エイシー         1.36％ 

（2012 年 3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。当社は、当

該会社の持分法適用会社である株式会

社 AMoAd の発行済株式を 51％保有し、

当社の連結子会社としております。ま

た、当社持分法適用関連会社にあたる

CA-JAIC チャイナ・インターネットファ

ンドに当該会社より出資を受けており

ます。 

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。当社連結子

会社である株式会社 AMoAd の取締役を

当該会社の取締役 1 名及び当該会社の

従業員 2 名が兼任。また、当該会社の

従業員 1 名が株式会社 AMoAd の監査役

を兼任し、当該会社の従業員 2 名が出

向しております。 

取引関係 当社と当該会社の間には、2012 年 9 月

期、広告掲載料（1,835 百万円）等にお

ける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。当社の連結子会社である

株式会社 AMoAd は、当該会社の持分法

適用関連会社であり、当該会社の関連

当事者に該当します。また、当該会社

の関係者及び関係会社は、当社の関連

当事者には該当しません。 

(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 2010 年 3 月期 2011 年 3 月期 2012 年 3 月期 

純資産 36,651 82,445 98,361

総資産 55,273 127,216 152,486

1 株当たり純資産（円） 72,891.30 519.45 648.72

売上高 48,105 112,728 145,729

営業利益 21,265 56,096 63,415

経常利益 21,518 56,258 62,660

当期純利益 11,371 31,603 34,485

1 株当たり当期純利益（円） 23,953.38 218.74 235.25

1 株当たり配当金  （円） 3,600.00 34.00 36.00



 

 

 

6．異動の日程 

 

(1) 取締役会決議 2012 年 11 月 6 日 

(2) 契約日 2012 年 11 月 7 日 

(3) 株式譲渡日 2012 年 12 月 28 日(予定) 

 

7．今後の見通し 

 

Cygames の株式譲渡により関係会社株式の売却益が約 60 億円発生する見込みです。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の見極めや一部事業の

再編を検討しているため、現時点では 2013 年 9 月期の業績予想の開示を見合わせています。合理

的な算出ができ次第、速やかに公表いたします。 

 

以上 

 


