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日本 SGI 株式会社との業務及び資本提携に関するお知らせ 

 

当社は、平成 18 年 12 月 20 日開催の取締役会において、日本 SGI 株式会社（以下、「日本 SGI」とい

う。）との業務及び資本提携（以下、「本提携」という。）に関する覚書（以下、「本覚書」という。）を

締結すること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．業務及び資本提携の目的 

当社は、平成９年にインターネットサービスプロバイダー（ISP）に対する大容量のネットワーク

を用いた相互接続環境を提供する国内初の商用 IX（インターネットエクスチェンジ）事業者として

設立され、以来、インターネットへの接続環境の提供に重点を置いた法人向けインターネットサー

ビスを展開してまいりました。現在では、コンテンツプロバイダー（CSP）等にインターネットへの

接続性とサーバ設置環境を提供するインターネットデータセンター（iDC）サービスと ISP 等に広帯

域なインターネットへの接続性を提供するインターネット接続サービスを主たる業務として事業展

開を行なっております。 

一方、日本 SGI は、特に大容量のハイエンドコンテンツの制作から、保存・管理、配信に至るま

でのソリューションを提供し、コンテンツの総合ライフサイクルソリューションサービスとし

て”SiliconLIVE!”という概念を提唱しています。次世代ネットワークの必要性が通信事業者にお

いて活発に議論される中、日本 SGI は、次世代ネットワークに相応しい新しいコンテンツ・ビジネ

スに迅速に対応する為に、積極的に新たなソリューションの開発を推進しております。 

当社及び日本 SGI は、「コンテンツが主役の時代」の到来をふまえ、当社が提供するデーターセン

ター・サービスのソリューションと日本 SGI が提供するコンピュータ・エンジニアリング・サービ

スを融合し、世界トップレベルのコンテンツプラットホームを構築し、両社の顧客に対してワンス

トップで提供することを目的として、本覚書を締結するものであります。 
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２．本提携の内容 

（1）業務提携 

当社及び日本 SGI は、以下の事項に関する業務提携の詳細について、今後共同で検討し、実

現に向けて相互に協力し努力してまいります。 

①営業協力 

日本 SGI を当社の販売代理店とする販売代理店契約を締結する等、提案型営業の展開にお

いて、相互に協力するものといたします。 

②商品開発、技術開発 

提案型商品（ワンストップサービス：コンテンツ・アーカイブのマネジメントから、CPU

リソースとネットワークのアレンジメントまでをパッケージにしたサービス）の開発及び展

開に向けて相互に協力するものといたします。 

③当社の事業規模の拡大への協力 

日本 SGI は、当社の事業規模拡大に関し、当社におけるマネジメント人員の確保に協力し、

また、新商品・新技術の開発に必要な研究開発を支援するものといたします。 

④相互技術協力 

業務提携の推進にあたって、当社は、必要なネットワーク関連技術を日本 SGI に提供する

ものとし、また、日本 SGI は、サーバ及びシステム構築･運用に必要な技術を当社に提供する

ものといたします。 

 

（2）資本提携 

 当社及び日本 SGI の信頼・協力関係を深め、上記業務提携をより円滑に推進するため、日本

SGI は、当社の親会社である株式会社ライブドアから、相対取引により、当社普通株式 29,979

株（発行済株式数の約 31.56％）を取得する（以下、「本株式取得」という。）予定であります。 

 なお、当社は日本 SGI による本株式取得について賛同しております。 

 

   当社及び日本 SGI は、本株式取得を前提として、本提携に関する内容、条件、方法その他の細

目に関する契約（以下 「本提携契約書」という。）を締結するため、誠実に協議してまいります。 
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３．業務及び資本提携先の会社概要 

商号 日本 SGI 株式会社 

設立年月日 昭和 62 年 1月 16 日 

本店所在地 東京都渋谷区恵比寿 4－20－3 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 CEO  和泉法夫 

資本金 4,072 百万円（平成 18 年 9 月 30 日現在） 

発行済株式総数 9,850,000 株（平成 18年 11 月 30 日現在） 

大株主及び持株比率 

（平成 18年 11 月 30 日現在） 

日本電気㈱           3,260,000 株（33.1％）

NEC ソフト㈱           1,630,000 株（16.5％）

Silicon Graphics World Trade B.V. 

1,032,000 株（10.5％）

キヤノンマーケティングジャパン㈱  

                  985,000 株（10.0％）

ソニー㈱                985,000 株（10.0％）

主な事業内容 

SiliconLIVE！ソリューションの開発/販売、コンサルテー
ション 
エンタープライズ・ソリューションの販売、コンサルテー
ション 
HPC ソリューションの販売、コンサルテーション 
保守サービス、ロボット事業、その他事業 

主な経営成績・財政状態 平成 17 年 3月期 平成 18 年 3月期 

売上高 18,250 百万円 16,846 百万円 

営業利益 1,166 百万円 862 百万円 

経常利益 1,294 百万円 881 百万円 

当期利益 701 百万円 466 百万円 

総資産 16,231 百万円 16,149 百万円 

 

株主資本 6,602 百万円 9,281 百万円 

出資関係 なし 

取引関係 なし 当社との関係 

人的関係 なし 

 

４．日程 

  平成 18 年 12 月 20 日   本覚書締結承認取締役会決議 

               本覚書締結 

  平成 19 年 1 月 31 日（予定） 日本 SGI による当社株式の取得 

               本提携契約書の締結 
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５．今後の見通し 

本覚書に基づき、当社は日本 SGI との間で本提携契約書を締結することを予定しております。

今後、早期に業務提携効果を発揮すべく、両社間で本提携に関する協議を鋭意進めていく予定で

あり、見通しが明らかになり次第適宜お知らせいたします。 

以 上 

 

添付資料 

平成 18 年 12 月 20 日 日本 SGI 株式会社によるプレスリリース 

「日本 SGI とメディアエクスチェンジ社の業務・資本提携について」 

 

 



 

 

2006年12月20日 

報道関係者各位 

  

「コンテンツが主役の時代における新事業展開」 

日本SGIとメディアエクスチェンジ社の業務・資本提携について 

高品位インターネット・データセンター事業との提携を推進、 

次世代通信環境に向けた「コンテンツ・プラットホーム・ビジネス」を展開 
 

日本SGI株式会社（社長：和泉法夫、本社：渋谷区恵比寿）は、本日、次世代通信環境に向けた「コンテンツ・ 

プラットホーム・ビジネス」を展開するために、メディアエクスチェンジ株式会社（社長：吉村 伸、本社：豊島区東

池袋）と業務・資本提携することに基本合意しました。併せて、コンテンツ･プラットホーム事業部を新設し、同部

門を中心に次世代インターネット・データセンター（iDC）市場で付加価値を創出する新ビジネスを強力に展開し

ていきます。 

 

日本SGIは、情報通信市場の現状を「ネットワークが中心の時代」から「コンテンツが中心の時代」への過渡期

にあると考えます。「コンテンツが主役の時代」には、デジタルコンテンツの編集・制作から保存・管理、配信に至

る一貫したライフサイクル・マネージメントのソリューションを提供できる企業が、新たなコンテンツ産業の中核を

担うことになります。当社はこれまで”SiliconLIVE!ソリューション”という体系のもとに、国内外の先端企業と提携

しながら、コンテンツ・ライフサイクル・マネージメントの各ソリューションのラインナップを強化してきました。 

 

今回、国内において最高レベルの高品質インターネット接続環境を保有し、iDC市場をリードしてきたメディアエ

クスチェンジ社が、当社とのシナジーを発揮する共同事業展開に関して基本合意しました。 

両社は、日本ＳＧＩのSiliconLIVE!ソリューションと、メディアエクスチェンジ社の高品位iDCサービスを複合し、

付加価値を高めたワンストップ・ソリューションとして双方の顧客をはじめ広く提供し、また共同で新らたに付加

価値ソリューションを開発し、「コンテンツが主役の時代」に向けた新ビジネスを強力に展開していきます。 

 

さらに、本事業戦略を推進するために、本日、日本SGIはメディアエクスチェンジ社の31.56%の株式を、株式会

社ライブドア（社長：平松庚三、本社：港区六本木）より取得することを取締役会で決議し、ライブドア社と株式譲

渡契約を締結しました。本株式の取得により、日本SGIはメディアエクスチェンジ社の筆頭株主となります。  

なお、本株式の取得に関しても、メディアエクスチェンジ社より賛同を得ています。 

これにより両社は、営業面および技術面での密接な協力体制を構築し、高度なネットワークインフラを活かし

た、より付加価値の高い次世代コンテンツ・プラットホーム・ビジネスを共同で推進していきます。 

 

昨今、次世代ネットワークのあり方が通信事業者においても活発に議論されています。「企業が放送局（コン

テンツの発信者）となる時代」に向け、一般企業からの動画コンテンツや映像配信の需要が近年急速に高まっ

ています。当社のSiliconLIVE!ソリューションを利用しているお客様からも、「安定した高速・大容量のネットワー

クサービスとシステムを一体として提供して欲しい」との要望が年々増加してきました。これに対応し、当社が同

ソリューションのビジネスの拡大を図るためには、高品位iDC事業者と共同でコンテンツ流通基盤を整備し、配

信品質の向上を図っていくことが重要であると判断しました。 



 

メディアエクスチェンジ社は日本商用IX（インターネット・エクスチェンジ）事業者の草分けとして1997年に設立

され、現在では主にコンテンツプロバイダー向けのiDCサービスや、ISP（インターネットサービスプロバイダー）向

けのインターネット接続サービスを展開しています。特に国内インターネットへの接続環境は最高レベルの品質

で、また、電源設備の安定性などインフラの質も業界トップレベルを所有しています。 

 

日本SGIは、1987年に米国シリコングラフィックス社（創業者：ジム･クラーク、本社：カリフォルニア州サニーベ

ール市）の日本法人として設立されました。現在日本SGIが最も注力している SiliconLIVE!ソリューションビジネス

の展開にあたっては、従来からのＮＥＣグループに加え、戦略的資本提携先であるキヤノンマーケティングジャ

パン株式会社およびソニー株式会社と業務提携をしています。また海外では、2006年4月に放送局向けのSI会

社であるSilex Media GmbHをヨーロッパに設立したほか、先進技術をもつベンチャーとのグローバル・アライアン

ス戦略を推進しています。 

 

今後、日本SGIは、SiliconLIVE!ソリューションの事業展開をさらに強化し、コンテンツ総合管理ソリューション

や大容量アーカイブ・システムの構築・運用の実績を活かして市場を開拓していきます。また内部統制対応シス

テムやセキュリティ対応システムなどのエンタープライズ・ソリューションにおいても、今回の提携により高品位ネ

ットワークインフラとサービスを複合させた、トータル・ソリューションビジネスを積極的に推進する方針です。 

 

●メディアエクスチェンジ株式会社 会社概要  

・商号 ：   メディアエクスチェンジ株式会社 

・所在地 ： 東京都豊島区東池袋3-1-1 

・設立 ：   1997年5月26日 

・代表者：  吉村 伸 

・資本金：  40億9765万円 

・従業員：  13名 

・主な事業内容： 

電気通信事業法に基づく電気通信事業 ( IXアクセスセンターサービス、インターネットサービス等 )、 

電気通信設備の開発・販売・賃貸・保守及び管理の受託、コンピュータのハードウェア・ソフトウェアの 

開発・販売・賃貸・保守及び管理の受託、電気通信事業法に基づく通信回線利用加入者の募集および 

電気通信事業法による通信事業者の代理店業務等 

 

●日本SGI株式会社 会社概要  

・商号 ：   日本SGI株式会社 

・所在地 ： 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31階 

・設立 ：   1987年1月16日 

・代表者：  和泉 法夫 

・資本金：  40億7260万円 

・従業員：  494名 

・主な事業内容：  

SiliconLIVE！ソリューションの開発/販売・コンサルテーション、エンタープライズ・ソリューションの販売・コンサル

テーション、HPCソリューションの販売・コンサルテーション、保守サービス、ロボット事業、その他事業 

 

■報道関係者からのお問い合わせ先  

日本SGI株式会社  広報 菊池   TEL：03-5488-1834（広報直通）  E-mail：koho@sgi.co.jp 


