
2019 年６月 26 日 

各 位

会 社 名 ネットイヤーグループ株式会社

代表者名 代表取締役社長 CEO 石黒 不二代

（コード番号 3622 東証マザーズ）

問合せ先 執行役員 コーポレート本部長 播本 孝 

（TEL．03－6369－0550 ） 

支配株主等に関する事項について 

当社の支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。 

記 

１．親会社、支配株主（親会社を除く）またはその他の関係会社の商号等 

（2019 年３月 31 日現在） 

名称 属性 
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場されてい

る金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

日本電信電話株式会社 親会社 ― 48.5 48.5 
株式会社東京証券取引所 

市場第一部 

NTT 株式会社 親会社 ― 48.5 48.5 なし 

株式会社エヌ・ティ・ 

ティ・データ
親会社 48.5 ― 48.5 

株式会社東京証券取引所 

市場第一部 

２．親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由 

名称 理由 

株式会社エヌ・ティ・ 

ティ・データ

株式会社エヌ・ティ・ティ・データは、当社の株式を 3,395,701 株（議決権

所有割合 48.5％）を直接所有しており、実質的な影響力を持っているため 

３．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

当社の支配株主は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下「NTT データ」）であります。同社 

の議決権所有割合は、現在 48.5％であり、議決権の所有割合は 50％以下でありますが、実質的な支

配基準により、NTT データは当社の親会社であります。また NTT データの支配株主はその親会社であ

る日本電信電話株式会社及びグローバル持株会社である NTT 株式会社であります。日本電信電話株
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式会社を中心とする NTT グループは、地域通信事業、長距離･国際通信事業、移動通信事業及びデー

タ通信事業を主な事業内容としております。また、NTT グループに属する NTT データを中心とする

NTT データグループは、公共・社会基盤、金融、法人・ソリューション、北米、ＥＭＥＡ・中南米に

関する５つの分野において、データ通信事業を営んでおります。当社は NTT データグループにおけ

る法人・ソリューション分野に属しており、システム開発等 NTT データと類似した事業を行ってお

りますが、当社は主にデジタルマーケティング分野におけるユーザー体験の設計やデザインを中心

にしている点においてサービス領域が異なっております。 

当社はシステム開発力の強化やプロジェクトマネジメント力の強化を推進するにあたり、NTT デー 

タグループと一定の協力関係を保つ必要があると認識しており、経営情報、開発ノウハウ、マネジ

メントノウハウ等の交換等を目的として、NTT データの従業員１名が当社代表取締役副社長 COO に就

任するとともに、NTT データの執行役員１名及び従業員２名が非常勤取締役に就任しております。ま

た、当社経営監視体制を充実させるため、NTT データ出身者１名が監査等委員に就任しております。 

当社は、自ら経営責任を負って独立した事業経営を行っておりますが、事業運営における重要な

問題については NTT データとの協議、もしくは NTT データに対する報告を行っており、NTT データの

経営方針が当社の経営方針の決定等に影響を及ぼし得る状況にあります。 

 

役員兼務の状況                          （2019 年６月 26 日現在） 

役職 氏名 親会社等又はそのグループ企業での役職 就任理由 

代表取締役 

副社長 COO 
林田 敏之 

・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

IT サービス・ペイメント事業本部 

シニア・スペシャリスト 

・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・テラ 

ノス 代表取締役副社長 

・株式会社トライバルメディアハウス 取締役 

大型システム開発プロ

ジェクトマネジメント

の経験、組織経営に関す

る豊富な経験と知識を

活かし、取締役会の意思

決定を通じて、当社グル

ープの企業価値向上に

寄与することが期待さ

れるため 

 

取締役 

（非常勤） 

 

有馬 勲 

・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

執行役員 IT サービス・ペイメント事業本 

部長 

・株式会社 NTT データ・ビジネス・システム 

ズ 取締役 

・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・テラ 

ノス 取締役 

・株式会社コンストラクション・イーシー・

ドットコム 取締役 

・株式会社クニエ 取締役 

組織経営に関する豊富

な経験と知識を活かし、

取締役会の意思決定を

通じて、当社グループの

企業価値向上に寄与す

ることが期待されるた

め 
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役職 氏名 親会社等又はそのグループ企業での役職 就任理由 

取締役 

（非常勤） 

 

内山 尚幸 

・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

IT サービス・ペイメント事業本部 

SDDX 事業部長 

・グローバルブルー・ティエフエス・ジャ 

パン株式会社 取締役 

 

ペイメント領域の新サ

ービスの企画、リテー

ル・サービス業界のソリ

ューション企画に関す

る豊富な経験と知識を

活かし、取締役会の意思

決定を通じて、当社グル

ープの企業価値向上に

寄与することが期待さ

れるため 

 

取締役 

（非常勤） 

 

龍神 巧 

・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

IT サービス・ペイメント事業本部 

SDDX 事業部マーケティングデザイン統 

括部長 

 

ビジネスデザイン、サー

ビスデザインおよびデ

ジタルマーケティング

領域での戦略立案、オフ

ァリング開発に関する

豊富な経験と知識を活

かし、取締役会の意思決

定を通じて、当社グルー

プの企業価値向上に寄

与することが期待され

るため 

 

取締役 

（監査等委員） 

 

後藤 恒久          - 

株式会社エヌ・ティ・テ

ィ・データにおける経営

企画部門、人事部門での

経験に加え、企業経営の

豊富な経験と知識を有

しており、幅広い視点か

ら企業の健全性の確保

および透明性の高い公

正な経営監視体制の充

実に資することが期待

されるため 
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４．支配株主等との取引に関する事項（2018 年４月１日～2019 年３月 31 日） 

 

種類 

会社等の名称

又は氏名 

所在地 

資本金又

は出資金 

（百万円） 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合 

（％） 

関連当事

者との 

関係 

取引の 

内容 

取引 

金額 

（千円） 

科目 

期末 

残高 

(千円) 

親会社 

㈱エヌ・ティ・

ティ・データ 

東京都 

江東区 

142,520 

情報サービ

ス業 

（被所有）

48.5 

サービス

の提供 

サービス

の提供 

20,043 売掛金 21,646 

 

５．親会社等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

当社と親会社との関係については、相互の自主性・自律性を十分に尊重しつつ連携を図ると

ともに、当該会社との取引等について、法令に従い適切に行うこと等を基本方針としています。 

当社は、NTT データグループか否かにかかわらず、個別の取引条件については、他の企業と

同じ基準にて決定しております。 

 

以 上 
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