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2021 年５月 26 日 
各  位 

会 社 名 デ ー タ セ ク シ ョ ン 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 林  健 人 

（コード番号：3905 東証マザーズ） 

問い合わせ先 取締役 CFO 望 月 俊 男 

TEL. 03-6427-2565 

 
その他の関係会社の異動及び資本業務提携解消に関するお知らせ 

 
当社は、本日開催の取締役会において、同日付「連結子会社株式の追加取得による完全

子会社化及び当該株式取得のための第三者割当による新株式発行（現物出資）に関するお
知らせ」にて開示しておりますとおり、第三者割当による新株式の発行を決議したことに
伴い、KDDI 株式会社（以下「KDDI」といいます。）の当社に対する議決権比率が 15%
を下回る見込みとなりました。これにより、KDDI は当社のその他の関係会社でなくな
り、資本提携契約（以下「本資本提携」といいます。）及び業務提携契約（以下「本業務
提携」といいます。）が解消される見込みとなりましたので下記のとおりお知らせいたし
ます。なお、KDDI が保有する当社普通株式 2,100,000 株につきましては、現時点で決定
していることは無く、今後方針について検討していく旨の回答を得ております。また、
KDDI とは当社の注力領域における新たな協業の検討を継続しており、引き続きパートナ
ーとして良好な関係を構築してまいります。 

 
記 

Ⅰ．その他の関係会社の異動 
１．異動に至った経緯 

 当社と KDDI は、2018 年７月 10 日付「KDDI 株式会社との資本・業務提携、株式の
売出し及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせしたとお
り、本資本提携及び本業務提携を締結し、シナジーの最大化に取り組んでまいりまし
た。 

一方当社は、2020 年９月 29 日付「第三者割当による行使価額修正条項付第 13 回及び
第 14 回新株予約権の発行に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、非連続な成⻑を
実現するため、リテールマーケティング事業及びそこから派生するストック型ビジネス
への積極的な投資が必要と考えておりました。そしてこの度当社は、成⻑を加速させる
ため、連結子会社であるコロンビア法人 Alianza FollowUP S.A.S.（以下「Alianza」とい
います。）の株式を追加取得し、完全子会社化するとともに、当該株式の追加取得の対
価の支払いのため、第三者割当による新株式の発行（以下「本第三者割当」といいま
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す。）をする決議をいたしました（詳細は本日付「連結子会社株式の追加取得による完
全子会社化及び当該株式取得のための第三者割当による新株式発行（現物出資）に関す
るお知らせ」をご参照ください。）。これにより、新株式発行に伴う希薄化により
KDDI の当社に対する議決権比率が 15%を下回る見込みとなり、KDDI は当社のその他
の関係会社でなくなるとともに、本資本提携が解消される見込みとなりました。 

KDDI とは、慎重な協議を続けておりましたが、成⻑機会を逃さないため、成⻑著し
い海外マーケットにおける当社グループの事業強化を優先することといたしました。 

なお、本業務提携については、本資本提携とともに契約は解消されるものの、「Ⅱ．
資本業務提携の解消 ３．業務提携の解消の内容」に記載のとおり引き続きパートナーと
して良好な関係を構築してまいります。 
 

２．ＫＤＤＩ株式会社の概要 
(1) 名称 KDDI 株式会社 
(2) 所在地 東京都新宿区⻄新宿⼆丁目３番２号 

(3) 
代表者の役
職・氏名 

代表取締役社⻑ 髙橋 誠 

(4) 事業内容 電気通信事業 
(5) 資本金 141,852 百万円（2021 年３月 31 日現在） 
(6) 設立年月日 1984 年６月１日 

(7) 
大株主及び 
持株比率 

京セラ株式会社                     14.54％ 
トヨタ自動車株式会社                   12.95％ 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）    10.25％ 
株式会社日本カストディ銀行（信託口）                 5.49％ 
株式会社日本カストディ銀行（信託口７）               1.86％ 
JP モルガン証券株式会社                              1.60% 
株式会社日本カストディ銀行（信託口 5）               1.29% 
バークレイズ証券株式会社                             1.26% 
JP MORGAN CHASE BANK 385781                    1.21% 
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 1.20% 
（2020 年 9 月 30 日現在） 

(8) 
上場会社と
当該会社と
の間の関係 

資本関係 
2021 年３月 31 日現在で、当該会社は
当社の株式を 2,100,000 株（議決権所
有割合 15.0％）所有しております。 

人的関係 
当該会社の従業員が当社の社外取締役
を兼任しております。 

取引関係 該当事項ありません。 
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(9) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（国際財務報告基準）（連結） 
決算期 2019 年３月期 2020 年３月期 2021 年３月期 
親会社の所有者に帰属する持分 4,183,492 4,384,424 4,759,720 
総資産 7,330,416 9,580,149 10,535,326 
1 株当たり親会社所有者帰属持分（円）  1,779.41 1,906.35 2,091.82 
売上高 5,080,353 5,237,221 5,312,599 
営業利益 1,013,729 1,025,237 1,037,395 
税引前当期利益 1,010,275 1,020,699 1,038,056 
親会社の所有者に帰属する当期利益  617,669 639,767 651,496 
基本的 1 株当たり当期利益（円） 259.10 275.69 284.16 

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 
 

３．異動前後におけるＫＤＤＩ株式会社の所有する議決権の数及び議決権所有割合 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

直接所有分 合算対象分 合  計 

異動前  
（2021年３月31日現在） 

その他の 

関係会社 

21,000 個 

（15.0％） 
− 

21,000 個 

（15.0％） 

異動後 
（2021年６月15日予定） − 

21,000 個 

（14.8％） 
− 

21,000 個 

（14.8％） 

 
４．開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等  

 該当事項はありません。 
  
５．今後の見通し 

2022年３月期業績への影響は軽微であると認識しておりますが、開示すべき事項が生
じましたら速やかに開示いたします。 

 
Ⅱ．資本業務提携の解消 
１．資本業務提携解消の理由 

前記「Ⅰ．その他の関係会社の異動 １．異動に至った経緯」をご参照ください。 
 

２．資本提携の解消の内容 
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その他の関係会社の異動に伴い自動的に本資本提携は解消されます。なお、KDDI が保
有する当社普通株式 2,100,000 株につきましては、現時点で決定していることは無く、今
後方針について検討していく旨の回答を得ております。また、KDDI の従業員である当社
社外取締役山本隆広氏については、第 21 回定時株主総会の終結の時をもって辞任予定で
す。 
 
３．業務提携の解消の内容 
 本業務提携の締結当初は以下の項目の実施を目指しておりました。 
① 画像解析技術等を活用した AI ソリューションの共同開発及び商材開発並びに商用化の

検討 
② MLFlow を活用した事業の創出、関連ソフトウエア開発、並びにサポートサービスをパ

ッケージ化した商材の開発及び商用化の検討 
③ SNS 分析ソリューションを活用した協業、関連ソフトウエア開発、並びにサポートサ

ービスをパッケージ化した商材及び商用化の検討 
④ その他、両社の協議により別途合意する事業及び業務 

これらについて業務提携契約自体は解消されますが、以下の項目について引き続き協業
についての検討を継続してまいります。 

ア．当社が提供するリテールマーケティング事業において OMO（オンラインとオフラ
インが融合したマーケティング）を実現するため KDDI が持つソリューションを活
用する協業モデルの検討 

イ．KDDI が提供する 5G(第５世代移動通信システム)の事業において当社の AI 技術を
活用する協業モデルの検討 

ウ．その他、両社のシナジーが見込める事業、サービスの検討 
 

４. 資本業務提携解消の相手先の概要 
前記「Ⅰ．異動に至った経緯 ４．ＫＤＤＩ株式会社の概要」をご参照ください。 

 
５.日程 

(1) その他の関係会社の異動 2021年６月15日（予定） 
(2) 資本業務提携の解消 2021年６月15日（予定） 

  
６.今後の見通し 

前記「Ⅰ．その他の関係会社の異動 ５．今後の見通し」をご参照ください。 
 

以上 
 


