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各  位 

2022 年 3 月 25 日 

 

株式会社アドベンチャー 

東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 

恵比寿ガーデンプレイスタワー24F 

代表取締役社長 中村 俊一 

（コード番号：6030 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役 中島 照 

電話（03）6277－0515 

 

 

連結子会社の異動（株式譲渡）を伴う株式譲渡契約書締結に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社連結子会社である、コスミック流通産業株式会

社（以下、「コスミック流通」）及びコスミック GC システム株式会社（以下、「コスミック

GC」）の全株を株式会社プロトコーポレーション（以下、「プロト」）に譲渡（以下、「本譲

渡」）することを決議しましたのでお知らせいたします。 

なお、本譲渡に伴いコスミック流通及びコスミック GC は当社の連結子会社から除外される

ことになります。 

 

記 

 

１．株式の譲渡の理由 

  当社はコスミック流通及び、コスミック GC の株式取得時から、当社の航空券等予約販売

サイト「skyticket」で培ったオンラインマーケティングノウハウを活用することにより、両

社のオンライン上での販売促進を目指してまいりました。 

しかしながら、昨今の新型コロナウイルス感染拡大や、ウクライナにおける人道危機の発

生等により、当社主要の旅行事業を取り巻く環境は急速に変化しており、経営資源を集中す

る事の重要性がより増してきている状況となっております。 

このような環境変化の中で、当社は積極的に事業の選択と集中を図り、旅行業以外の事業

整理を行っていたところ、プロトよりコスミック流通及び、コスミック GC の株式取得の意

向を受け、プロトの多店舗展開における経営資源やデータ活用等のノウハウを活用すること

により、コスミック流通、コスミック GC 両社の将来に向けた事業拡大と高いシナジー効果

が期待できるとともに、株式譲渡により当社の財務基盤が強化されることとなり、双方にお

いて有益であると判断し、本譲渡にいたりました。 

また、本譲渡後もコスミック流通と良好な関係を継続的に構築するともに、当社において

旅行事業への事業集中を図る体制が更に強化されることとなり、一層の企業価値向上に努め

てまいります。 
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２．異動する子会社の概要（2022 年 3 月 25 日現在） 

① コスミック流通  

（1） 名称 コスミック流通産業株式会社 

（2） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 土居 貴洋 

（3） 所在地 神奈川県横浜市神奈川区栄町 5 番地 1 

（4） 主な事業内容 ディスカウントチケット等の販売店舗及びサイト

の運営 

（5） 設立時期 1986 年 12 月 

（6） 資本金 30 百万円 

（7） 大株主及び持ち株比率 株式会社アドベンチャー 100.0% 

（8） 上場会社と当該会社との関係 資本関係 当社の 100%子会社であります。 

人的関係 当社役職員 2 名が取締役、監査役を

兼務しております。 

取引関係 当該会社との間で以下の取引関係があ

ります。 

① 銀行借入保証 

② 株主優待券等の仕入及び販売 

（9） 当該会社の最近 3 か年の経営成績及び財政状態※ 

 決算期 2019 年 6 月期 2020 年 6 月期 2021 年 6 月期 

 純資産     （百万円） 230 245 279 

 総資産     （百万円） 2,179 2,140 1,965 

 1 株当たり純資産  （円） 384,870.30 408,886.67 465,958.67 

 売上高     （百万円） 23,200 21,818 23,780 

 営業利益    （百万円） 192 11 33 

 経常利益    （百万円） 188 22 41 

 当期純利益   （百万円） 114 14 33 

 1 株当たり当期純利益（円） 191,431.78 24,669.07 56,466.45 

 1 株当たり配当金  （円） 0.00 0.00 0.00 

  ※ 経営成績及び財政状態に関しては税務申告時の数値を記載しております。 

 

② コスミック GC  

（1） 名称 コスミック GC システム株式会社 

（2） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 比留川 征一郎 

（3） 所在地 神奈川県横浜市神奈川区栄町 5 番地 1 

（4） 主な事業内容 ギフト券等の販売店舗及びサイトの運営 

（5） 設立時期 2000 年 1 月 

（6） 資本金 10 百万円 

（7） 大株主及び持ち株比率 株式会社アドベンチャー 100.0% 
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（8） 上場会社と当該会社との関係 資本関係 当社の 100%子会社であります。 

人的関係 当社役職員 2 名が取締役、監査役を

兼務しております。 

取引関係 該当事項はございません。 

（9） 当該会社の最近 3 か年の経営成績及び財政状態※ 

 決算期 2019 年 6 月期 2020 年 6 月期 2021 年 6 月期 

 純資産     （百万円） △7 △9 44 

 総資産     （百万円） 188 234 260 

 1 株当たり純資産  （円） △37,785.20 △47,237.74 220,773.20 

 売上高     （百万円） 6,853 6,670 14,077 

 営業利益    （百万円） △13 △3 72 

 経常利益    （百万円） △11 △1 74 

 当期純利益   （百万円） △11 △1 53 

 1 株当たり当期純利益（円） △57,507.22 △9,452.54 268,010.94 

 1 株当たり配当金  （円） 0.00 0.00 0.00 

   ※ 経営成績及び財政状態に関しては税務申告時の数値を記載しております。 

 

 

３．株式譲渡の相手先の概要（2021 年 6 月 30 日現在） 

（1） 名称 株式会社プロトコーポレーション 

（2） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 神谷 健司 

（3） 所在地 愛知県名古屋市中区葵一丁目 23 番 14 号 プロト

葵ビル 

（4） 主な事業内容 新車・中古車、パーツ・用品等をはじめとした自

動車関連情報ならびに生活関連情報サービスの提

供 

（5） 設立時期 1979 年 6 月 

（6） 資本金 1,849 百万円 

（7） 大株主及び持ち株比率 

（2021 年 9 月 30 日現在） 

㈱夢現 

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託

口）  

JPLLC CLIENT SAFEKEEPING 

ACCOUNT（常任代理人 シティバン

ク、エヌ・エイ東京支店） 

その他 

33.87% 

 

11.45% 

 

 

4.71% 

49.97% 

（8） 上場会社と当該会社との関係 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 該当事項はございません。 

（9） 当該会社の最近 3 か年の経営成績及び財政状態 
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 決算期 2019 年 3 月期 2020 年 3 月期 2021 年 3 月期 

 純資産     （百万円） 28,029 31,932 35,934 

 総資産     （百万円） 43,879 44,726 49,388 

 1 株当たり純資産  （円） 697.85 794.38 893.97 

 売上高     （百万円） 62,251 59,127 60,097 

 営業利益    （百万円） 4,565 5,136 5,941 

 経常利益    （百万円） 5,004 5,354 6,118 

 親会社株主に帰属 
する当期純利益 （百万円） 

3,159 4,991 4,853 

 1 株当たり当期純利益（円） 78.75 124.33 120.86 

 1 株当たり配当金  （円） 50.00 27.50 25.00 

 

 

４．譲渡株式数、譲渡価格及び譲渡前後の所有株式の状況 

  ① コスミック流通 

（1） 異動前の所有株式数 600 株（議決権所有割合 100.00%） 

（2） 譲渡株式数 600 株（議決権所有割合 100.00%） 

（3） 譲渡価格 当該会社の普通株式 1,449 百万円 

（4） 異動後の所有株式数 0 株（議決権所有割合：0.00%） 

   

  ② コスミック GC 

（1） 異動前の所有株式数 200 株（議決権所有割合 100.00%） 

（2） 譲渡株式数 200 株（議決権所有割合 100.00%） 

（3） 譲渡価格 当該会社の普通株式 50 百万円 

（4） 異動後の所有株式数 0 株（議決権所有割合：0.00%） 

 

 

５．日程 

（1） 取締役会決議日 2022 年 3 月 25 日 

（2） 契約締結日 2022 年 3 月 25 日 

（3） 株式譲渡実行日 2022 年 4 月 1 日（予定） 

 

 

６．今後の見通し 

コスミック流通、コスミック GC の当社グループ全体に占める利益の割合は高くないもの

の、コスミック流通、コスミック GC の売上比率が高いことから、参考までに前期（2021

年 6 月期）の当社グループの会社別売上（収益）、営業利益及び資産合計を下記記載いたし

ます。 
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（参考） 

2021 年 6 月期会社別売上（収益）、営業利益、資産合計 

（単位：百万円） 

 当社 
コスミック 

流通 
コスミック 

GC 
ラド観光 TET 

連結 
調整等 

合計 

売上 
（収益） 

7,070 23,780 14,077 1,160 19 △9,873 36,239 

営業利益 777 33 72 △53 12 139 983 

資産合計 8,523 1,965 260 808 283 357 12,199 

 

 

  今後の当社グループの売上（収益）及び営業利益は、コスミック流通及びコスミック GC

の 2 社を除外した各社の合計と投資事業で発生する損益を合算した金額になる見込です。 

本譲渡による当社業績に与える影響につきましては、現在精査中でありますが、コスミッ

ク流通株式及びコスミック GC 株式の当初取得価格と本譲渡価格との差益は約 8 億円となり

ます。今後、開示すべき影響が判明した場合には、速やかに開示いたします。 

  

  

 

 

以 上 


