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平成 24 年７月４日 

各  位 

 

 

連結子会社であるアスマル株式会社を通じた株式会社ネットプライスドットコムとの

資本・業務提携の解消に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 24 年７月４日開催の取締役会において、当社連結子会社であるアスマル株式会社（以

下「アスマル」といいます。）における、株式会社ネットプライスドットコム（以下「ネットプライ

スドットコム」といいます。）との平成 21 年 11 月 11 日付締結の資本業務提携契約を解消し、アス

マルを当社の 100％子会社とすることを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 なお、アスマルにおける提携は解消いたしますが、当社は今後もネットプライスドットコムと友

好的な関係を継続してまいります。 

 

記 

 

１．提携解消の理由 

当社とネットプライスドットコムは、インターネットによる個人向け通信販売事業（以下「本件

事業」といいます。）の新たな構築及び展開を図るために設立されたアスマルにおいて、お互いの強

みを出し合い本件事業の展開を図ってまいりました。結果、アスマルは「働くママを応援する」を

理念として、お客様にご支持をいただけるサイトに育つとともに本件事業に関する貴重なノウハ

ウ・知見を獲得いたしました。 

一方、当社は平成 24 年４月 27 日付で公表したヤフー株式会社（以下「ヤフー」といいます。）と

の業務・資本提携により、一般消費者向けのオンライン通信販売事業（以下「新事業」といいます。）

を、当社の主たる事業である中堅大企業・中小事業所向けの通信販売事業と並ぶ柱として成長させ

ることを目指しております。 

このような状況の中、当社はヤフーと提携し開始する新事業の立ち上げ・拡大に経営資源を集中

することが必要と判断し、ネットプライスドットコムとの協議の結果、今般、アスマルにおけるネ

ットプライスドットコムとの平成21年11月11日付締結の資本業務提携契約を解消することといた

しました。 

なお、アスマルにおける本件事業については、当社がアスマルを吸収合併することにより、これ

まで培ってきたノウハウ・知見を含めて、ヤフーと提携し開始する新事業に融合していくことを視

野に検討しており、その内容については決定次第改めて開示いたします。 
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２．提携解消の内容等 

当社は、本日付でネットプライスドットコムが保有するアスマル普通株式 400 株（発行済み株式

数に対する割合：20％）を取得し、アスマルを当社の 100％子会社といたします。当社はこれをも

って、アスマルにおけるネットプライスドットコムとの平成 21 年 11 月 11 日付締結の資本業務提携

契約を解消いたします。 

なお、アスマルの取締役に就任しておりましたネットプライスドットコム 代表取締役社長 兼 グ

ループＣＥＯ 佐藤 輝英氏、及びアスマルの監査役に就任しておりましたネットプライスドットコ

ム 常勤監査役 上保 康和氏は平成 24 年７月４日付で辞任により退任いたします。 

 

３．子会社の概要（平成 24 年５月 20 日現在） 

(1)  名称 アスマル株式会社 

(2)  所在地 東京都江東区豊洲三丁目２番３号 

(3)  代表者の役職・氏名 代表取締役 酒川（木村） 美代子 

(4)  主な事業内容 インターネットによる個人向け通信販売事業 

(5)  資本金  40 百万円 

(6)  設立年月日 平成 21 年 11 月 10 日 

(7)  決算期 ５月 20 日 

(8)  純資産 △2,076 百万円 

(9)  総資産 223 百万円 

(10) 出資比率 アスクル株式会社 80% 

株式会社ネットプライスドットコム 20％ 
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４．提携解消の相手方の概要 

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

(2)  所在地 東京都品川区北品川四丁目７番 35 号 

(3)  代表者の役職・氏名 代表取締役社長 兼 グループＣＥＯ 佐藤 輝英 

(4)  主な事業内容 Ｅコマース関連事業 

(5)  資本金  2,331 百万円（平成 23 年９月 30 日現在） 

(6)  設立年月日 平成 11 年 11 月 25 日 

(7)  決算期 ９月 30 日 

(8)  大株主及び持株比率 株式会社サイバーエージェント (37.88%) 

（平成 24 年３月 31 日現在） 佐藤 輝英 (30.91%) 

 株式会社電通デジタル・ホールディングス(2.65%) 

 日高 祐介 (1.66%) 

 星 俊作 (0.55%) 

 竹内 拓 (0.31％) 

 マネックス証券株式会社 (0.30%) 

 松井証券株式会社 (0.30%) 

 吉川 直樹 (0.28%) 

 株式会社ＳＢＩ証券 (0.27%) 

 （注）株式会社ネットプライスドットコムは自己株式（1.55%）を保有しております

が、当該株式には議決権がないため、上記大株主からは除外しております。 

(9）上場会社と当該会社 

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

関係はございません。また、当該会社は、ア

スマル普通株式 400 株（発行済み株式数に対

する割合：20％）を保有しております。 

 人的関係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的

関係はございません。また、当該会社は、ア

スマルへ取締役１名（兼務）、監査役１名（兼

務）を派遣しております。 

 取引関係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引

関係はございません。また、当該会社の関係

者及び関係会社とアスマルとは、業務委託お

よび事務所の賃貸借取引がございました。（本

取引は、当該会社における平成 23 年９月期中

に終了しております。） 

 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いた

しません。また、当該会社は、アスマルを持

分法適用関連会社としております。 
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(10) 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 21 年９月期 平成 22 年９月期 平成 23 年９月期 

連結純資産 4,305 百万円 4,363 百万円 4,251 百万円

連結総資産 6,724 百万円 6,369 百万円 6,778 百万円

１株当たり連結純資産 37,995.20 円 38,462.03 円 37,320.13 円

連結売上高 13,140 百万円 12,165 百万円 10,790 百万円

連結営業利益 277 百万円 135 百万円 △82 百万円

連結経常利益 249 百万円 14 百万円 △300 百万円

連結当期純利益 65 百万円 44 百万円 △125 百万円

１株当たり連結当期純利益 590.13 円 399.39 円 △1,129.84 円

１株当たり配当金 -円 -円 -円

 

５．提携解消の日程 

取締役会（アスマル）      平成 24 年７月３日 

取締役会（アスクル）      平成 24 年７月４日 

資本業務提携契約解約合意書締結 平成 24 年７月４日 

資本業務提携契約解約日     平成 24 年７月４日 

株式譲渡契約書締結       平成 24 年７月４日 

株式譲渡実行日         平成 24 年７月 4日 

 

６．今後の見通し 

 本件資本業務提携解消による今後の業績に与える影響は軽微です。 

なお、平成 24 年中を目処に、アスマルにおける本件事業については、当社がアスマルを吸収合併

することにより、これまで培ってきたノウハウ・知見を含めて、ヤフーと提携し開始する新事業に

融合していくことを視野に検討しており、その内容およびその内容が業績に与える影響については

決定または判明次第改めて開示いたします。 

 

（参考） 

当社業績予想及び前期実績（連結）につきましては、本日開示の平成 24 年５月期 決算短信〔日

本基準〕(連結)に記載しております。 

以上 


