
 

 
平成 21 年９月 17 日 

各   位 
 

会 社 名    株式会社デジタルガレージ 
代表者名    代表取締役ＣＥＯ  林  郁 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード４８１９）        
（URL http://www.garage.co.jp/） 
問合せ先    取締役  経営管理本部長 

櫻  井     光  太 
ＴＥＬ      ０３－５４６５－７７４７ 

 

 

株式会社ネットプライスドットコム及び株式会社ショップエアラインとの 

資本・業務提携契約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、株式会社ネットプライスドットコム（東証マザーズ

上場、証券コード3328、以下「ＮＰＣ」）の連結子会社である株式会社ショップエアライン（本

社：東京都品川区、代表取締役ＣＥＯ 伊藤 直、以下「ＳＡＬ」）と当社の３社において、

ＳＡＬが米国eBay Inc.（米国ＮＡＳＤＡＱ上場：証券コードＥＢＡＹ、以下「eBay」）と共同

で展開する海外オークション「セカイモン（www.sekaimon.com）」事業において、３社の連携

を深めていくことを目的として資本・業務提携基本契約書の締結を決議いたしましたので、下

記のとおりお知らせいたします。 

 

記  

 

１．業務提携の理由 

ＳＡＬが行っている「セカイモン」事業は、海外オークションの情報を日本人向けにWEB

上で紹介する情報仲介と、その紹介した商品を代理購入するビジネスモデルであります。 

今後、円高や地域間の流行の違いを背景として、内外価格差の大きい商品の存在に気づ

くユーザーが増えていくことが予想されるため、海外の商品を対象にしたオークションへ

のニーズが広がっていく可能性が高いと考えられます。 

ユーザーにとって、海外商品を購入する際の障壁は、自動翻訳によって言葉の壁を取り

払うこと、海外にいる売主との煩雑なやりとり、輸送時の事故を担保するサービスを手厚

く提供する「海外オークション代行」によって解消され、「セカイモン」事業の意義は大き

くなると考えております。 

また、eBayの公認ライセンスを受けているＳＡＬの事業は、国境を越えてオークション

を楽しむ文化として、日本国内で今後伸びていくと予想されます。 

これらの背景のもと、「セカイモン」事業に当社のもつミニ・ブログサービス「Twitter」

を活用した口コミマーケティングの展開や当社イーコンテクストカンパニーが提供する

「PayPal」を含む決済機能の組み込みによって、さまざまなユーザー層の利便性を高める

ことで、「Twitter」やイーコンテクストカンパニーにとって取り扱いユーザー数を増やす

ための原動力となることが想定されます。 



 

さらに、当社の事業ノウハウによる共同事業の検討など、両社の事業シナジーが見込め

ることから提携を行うものであります。 

 

なお、ＮＰＣ及びイーベイ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、以下「イーベイ・

ジャパン」）と共同で、本件に関するプレスリリースを発表しておりますので、参考として

添付いたします。 

 

２．業務提携の内容 

当社及びＮＰＣはイーベイ・ジャパンと共に、eBayが運営する世界最大のオンラインマ

ーケットプレイス「eBay（www.ebay.com）」と連携してＳＡＬが展開する「セカイモン」

事業において、以下の点を中心に業務の連携を深めてまいります。 
 

① 当社が日本での運営を支援するミニブログ・サービス「Twitter」を活用した、「セカイ

モン」事業のより一層の活性化および、世界中のeBayのユーザー（出品者）と日本の消

費者とをつなぐ「Twitter×オークション」手法の開発 

② 当社イーコンテクスト・カンパニーが提供する、コンビニ決済などに対応した決済サー

ビス機能の「セカイモン」事業への導入 

③ 当社が強みとする、インターネット関連技術及び事業ノウハウと、ＳＡＬが強みとする、

「セカイモン」事業をはじめとするグローバルEコマース領域における事業ノウハウを

連携させた新たな共同事業創造の検討 

④ イーベイ・ジャパンとＳＡＬが共同で運営するイーベイ・ジャパンのサイト

「eBay.co.jp」を介した、日本と海外間のインターネット上の輸出入（ＣＢＴ）事業の

拡大 

 

３社はこうした連携を通じて、現在世界40カ国で運営される「eBay」と日本市場の間の

架け橋をより強化し、国境を越えたEコマース＝「クロスボーダーEC」市場の拡大を共同で

促進します。 

 

３．資本提携の内容 

① 新たに取得する株式及び取得価額 

ⅰ．ＳＡＬ普通株式700株（取得価額：350百万円） 

ⅱ．ＳＡＬ第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（取得価額：200百万円） 

    （1）新株予約権の数：400個 

（2）目的である株式の種類：ＳＡＬ普通株式 

 

② 取得後の持分  ：ＳＡＬ発行済株式総数の14.0％ 

③ 新株予約権行使後の持分 ：ＳＡＬ発行済株式総数の20.4％（本資料公表時点で算定） 

 

４． 日程 

平成21年９月17日    資本・業務提携基本契約書の締結 

平成21年９月下旬（予定）  ＳＡＬ株式の取得及び無担保転換社債型 

新株予約権付社債の引受 

 

 

 



 

５． ＮＰＣの概要  

（ⅰ）商 号  株式会社ネットプライスドットコム（東証マザーズ：3328） 

（ⅱ）本 店所在地  東京都品川区北品川四丁目７番35号 

（ⅲ）代 表 者  代表取締役社長兼グループＣＥＯ 佐藤 輝英 

（ⅳ）事 業の内容 EC事業を中心とした企業グループの持株会社 

（ⅴ）資 本金の額 2,330百万円（平成21年７月末現在） 

（ⅵ）設 立年月日 平成11年11月25日 

（ⅶ）当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係ともにございません。 

（ⅷ）大株主構成及び持株比率（平成21年３月31日現在）  

氏名又は名称 持株比率（％） 

株式会社サイバーエージェント 48.54 

佐藤 輝英 20.28 

 

 

（ⅸ）最近３年間の財政状態及び経営成績（平成20年９月30日現在）：連結  
 平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期 

売上高（百万円） 12,934 13,256 12,017 

営業利益（百万円） 217 △353 258 

経常利益（百万円） 174 △584 190 

当期純利益（百万円） △363 △676 25 

純資産（百万円） 5,493 4,162 4,213 

総資産（百万円） 7,090 5,372 5,858 

１株当たり純資産（円） 45,196.94 37,206.15 37,497.96 

１株当たり当期純利益（円） △3,286.86 △6,086.01 227.12 

１株当たり配当金（円） ― ― ― 

 

６． ＳＡＬの概要  

（ⅰ）商 号  株式会社ショップエアライン 

（ⅱ）本 店所在地  東京都品川区北品川四丁目７番35号 

（ⅲ）代 表 者  代表取締役ＣＥＯ 伊藤 直 

（ⅳ）事 業の内容 インターネットショッピングに関する海外関連事業の企

画・開発・運営 

（ⅴ）資 本金の額 300百万円（平成21年７月末現在） 

（ⅵ）設 立年月日 平成19年４月19日 

（ⅶ）当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係ともにございません。 

（ⅷ）大株主構成及び持株比率（平成21年３月31日現在）  

氏名又は名称 持株比率（％）

株式会社ネットプライスドットコム 96.0

 

７． 業績に与える影響 

 現時点において、本件が当社業績与える影響は未定であり、今後業績に与える影響が判

明した時点で、速やかにお知らせいたします。 

以 上  



〔添付資料〕 
 

  

 
平成21年９月17日 

報道関係者各位 
共同プレスリリース 

株式会社デジタルガレージ 

株式会社ネットプライスドットコム 

イーベイ･ジャパン株式会社 

 
デジタルガレージとショップエアラインにおける資本・業務提携のお知らせ 

 
株式会社デジタルガレージ（JASDAQ 4819、本社：東京都渋谷区、代表取締役/グループCEO：林 郁、

以下「DG」）と、株式会社ネットプライスドットコム（東証マザーズ 3328、 本社：東京都品川区、代

表取締役社長兼グループCEO：佐藤 輝英、以下「NPC」）の連結子会社である株式会社ショップエア

ライン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：伊藤 直、以下「SAL」）が、米国eBay Inc.（以下「eBay」）
と共同で展開する「セカイモン（www.sekaimon.com）」事業において両社の連携を深めていくべく、

本日付で資本・業務提携しました。 
また、両社はイーベイ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、以下「イーベイ・ジャパン」）と共に、

eBayが運営する世界最大のオンラインマーケットプレイス「eBay（www.ebay.com）」と連携してSAL
が展開する「セカイモン」事業において、以下の点を中心に業務の連携を深めていきます。3社はこう

した連携を通じて、現在世界40カ国で運営される「eBay」と日本市場の間の架け橋をより強化し、国

境を越えたEコマース＝「クロスボーダーEC」市場の拡大を共同で促進します。 
 
（１） DGが日本での運営を支援するミニブログ・サービス「Twitter」を活用した、「セカイモン」

事業のより一層の活性化および、世界中のeBayのユーザー（出品者）と日本の消費者とを

つなぐ「Twitter×オークション」手法の開発 
（２） DGのイーコンテクスト・カンパニーが提供する、コンビニ決済などに対応した決済サービ

ス機能の「セカイモン」事業への導入 
（３） DGが強みとする、インターネット関連技術及び事業ノウハウと、SALが強みとする、「セ

カイモン」をはじめとするグローバルEコマース領域における事業ノウハウを連携させた新

たな共同事業創造の検討 
（４） イーベイ・ジャパンとSALが共同で運営するイーベイ・ジャパンのサイト「eBay.co.jp」を

介した、日本と海外間のインターネット上の輸出入（CBT）事業の拡大 



〔添付資料〕 
 

  

 
■各社の概要 
 
DG  
（１）商号：  株式会社デジタルガレージ（JASDAQ：4819） 
（２）本社所在地： 東京都渋谷区富ヶ谷2-43-15 
（３）設立：  1997年8月 
（４）資本金：     1,835百万円 
（５）代表者：  代表取締役/グループCEO 林 郁 
 

NPC 
（１）商号：  株式会社ネットプライスドットコム （東証マザーズ：3328） 
（２）本社所在地： 東京都品川区北品川4-7-35 
（３）設立：  1999年11月 
（４）資本金：         2,330百万円 
（５）代表者：  代表取締役社長兼グループCEO 佐藤 輝英 

 
SAL 
（１）商号：  株式会社ショップエアライン 
（２）本社所在地： 東京都品川区北品川4-7-35 
（３）設立：  2007年４月 
（４）資本金：  300百万円（2009年７月末現在） 
（５）代表者：  代表取締役CEO 伊藤 直 

 
イーベイ・ジャパン 
（１）商号：  イーベイ・ジャパン株式会社 
（２）本社所在地： 東京都港区虎ノ門4-3-1 

 
以上 

 
 

【デジタルガレージへのお問い合わせ】 
グループCEO室 （担当：福田） 
TEL：03-5465-7747 
 
【ネットプライスドットコムへのお問い合わせ】 
コーポレート本部 コーポレートコミュニケーション（担当：小川） 
TEL：03-5739-3350 


	【セカイモン】資本業務提携開示案090908
	090917共通プレスリリース_npfinal_DG修正090916

