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2021 年７月 13 日 
各  位 

会 社 名 デ ー タ セ ク シ ョ ン 株 式 会 社 
代 表 者 名 代表取締役社⻑ 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 
 

当社連結子会社による株式取得（孫会社化）に関するお知らせ 
 

2021 年１月 12 日付「株式取得（孫会社化）に関する基本合意書締結に関するお知らせ」
にてお知らせしましたとおり、当社の連結子会社であるチリ法人、Jach Technology SpA（以
下「Jach」といいます。）は、同じくチリ法人で Jach の競合会社である INTELIGENXIA S.A.
（以下「INTELIGENXIA」といいます。）の子会社化を検討してまいりましたが、この度、
INTELIGENXIA の株式を取得し 100％子会社化することを決定いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。 

 
記 

 
１．株式取得の理由 

新型コロナウイルス感染症の拡大が今もなお世界中で継続しており、特に海外において
は、日本国内よりも強力なロックダウンを実施しているため、海外におけるリテールテッ
クスタートアップは、1 年以上苦戦を強いられているという状況が続いております。 

このような状況下でも当社 FollowUP（※）の海外展開を行う Jach は 2020 年 12 月期に
おいて昨年度実績を上回る売上高を達成しております。また、当社グループとしてはこの
状況を絶好の機会ととらえ、更に事業展開を加速させるため優良な競合企業への M&A を
検討しておりました。 

そしてこの度、Jach は、当社グループの海外事業及び FollowUP の更なる事業展開の加
速を目的として、Jach と同じくリテール向けに店舗内カメラの画像解析ソリューションを
提供する INTELIGENXIA を 100%子会社化することを決定いたしました。 

INTELIGENXIA は、チリ、ペルー、エクアドル、メキシコ等に事業展開する中南米に
おける Jach の競合企業です。同社はメキシコ等の主要マーケットの一部で Jach の顧客数
を上回っているうえ、Jach と同社の間では価格競争が生じておりました。同社を子会社化
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することにより、中南米における当社グループの事業展開が加速することが可能となりま
す。 

また、INTELIGENXIA の既存顧客へは、順次 FollowUP への変更を働きかけていき、
全ての変更が完了した場合、FollowUP の導入店舗数はおよそ 1,200 店舗増加する見込み
です。 

引き続き当社グループは①プロダクトの強化②ターゲット市場の拡大③進出国の拡大
の３要素を掛け合わせることで非連続な成⻑を実現することを目指してまいります。 

 
※ FollowUP は、小売店舗に設置した AI カメラで取得する画像・動画データと POS デ

ータと掛け合わせて分析することで店舗の業績向上を支援するストック型のサービ
スです。 

 
２．株式を取得する当社連結子会社の概要 

(1) 名称 Jach Technology SpA 
(2) 所在地 Cerro El Plomo 5855 of. 1709, Las Condes, Santiago, Chile 

(3) 
代表者の役
職・氏名 

CEO /General Manager Christian Pablo Cafatti Cuevas 

(4) 事業内容 小売店向け BI ツールの開発・販売 
(5) 資本金 610 百万 CLP （チリ・ペソ）（103 百万円） 

（注）１．１CLP は 0.17 円（2021 年７月 12 日時点）で換算しております。 
 

３. 異動する子会社（当社孫会社）の概要 
(1) 名称 INTELIGENXIA S.A. 
(2) 所在地 El Canelo 2715, office 201, Providencia, Santiago, Chile 

(3) 
代表者の役
職・氏名 

NICOLAS ANDRES GUILOFF KRAUSS 

(4) 事業内容 小売店向け BI ツールの開発・販売 
(5) 資本金 446 百万 CLP （チリ・ペソ）（75 百万円） 
(6) 設立年月日 2009 年 11 月２日 

(7)  
大株主 
及び持株比
率 

NICOLAS ANDRES GUILOFF KRAUSS 47.5％ 
RAUL ANGEL UNDURRAGA ARESTI 16.8％ 
SEELENBERGER HIJOS INVERSIONES LTDA    6.1％ 
ASESORIAS E INVERSIONES RODALO LIMITADA   6.1％ 
SOCIEDAD DE INVERSIONES TORINO LIMITADA  4.7％ 
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(8) 
上場会社と
当該会社と
の間の関係 

資本関係 該当事項ありません。 
人的関係 該当事項ありません。 
取引関係 該当事項ありません。 

(9) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 
決 算 期 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期 

純 資 産 
391 千 USD 

（43 百万円） 
575 千 USD 

（63 百万円） 
294 千 USD 

（32 百万円） 

総 資 産 
1,223 千 USD 

（134 百万円） 
1,440 千 USD 

（158 百万円） 
1,361 千 USD 

（149 百万円） 

１株当たり純資産 
41.95 USD 

（4,620.83 円） 
49.37 USD 

（5,438.35 円） 
46.65 USD 

（5,139.00 円） 

売 上 高 
1,391 千 USD 

（153 百万円） 
1,144 千 USD 

（126 百万円） 
573 千 USD 

（63 百万円） 

営 業 利 益 
131 千 USD 

（14 百万円） 
88 千 USD 

（９百万円） 
△285 千 USD 

（△31 百万円） 

経 常 利 益 
106 千 USD 

（11 百万円） 
17 千 USD 

（１百万円） 
△358 千 USD 

（△39 百万円） 

当 期 純 利 益 
106 千 USD 

（11 百万円） 
17 千 USD 

（１百万円） 
△358 千 USD 

（△39 百万円） 
１ 株 当 た り 
当 期 純 利 益 

3.66 USD 
（402.82 円） 

0.61 USD 
（67.09 円） 

△12.3 USD 
（△1,354.63 円） 

１株当たり配当金 − − − 
（注）１．１CLP は 0.17 円、１USD は 110.16 円（2021 年７月 12 日時点）で換算し

ております。 
２．「当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態」は、デュー・ディリジ

ェンスの結果判明した数字であり、会計監査を経たものではありません。 
 

４. 株式取得の相手先の概要 
(1) 名称 SEELENBERGER HIJOS INVERSIONES LTDA 
(2) 所在地 Avenida Ricardo Lyon 1899, Providencia, Santiago 

(3) 
代表者の役
職・氏名 

Alberto Seelenberger Farba 

(4) 事業内容 投資事業 
(5) 上場会社と当 資本関係 該当事項ありません。 
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該会社との間
の関係 

人的関係 該当事項ありません。 
取引関係 該当事項ありません。 
関連当事者へ
の該当状況 

該当事項ありません。 

※SEELENBERGER HIJOS INVERSIONES LTDAは資本金、設立年月日、純資産、
総資産、大株主及び持株比率等を公表しておらず、同社から非開示とすることを
求められているため、詳細は記載しておりません。 

 

(1) 名称 
INVERSIONES ALEJANDRA UNDURRAGA LEON 
Y CIA 

(2) 所在地 Tupungato 10051 Depto.1004 Vitacura 

(3) 
代表者の役
職・氏名 

Rosa Alejandra Undurraga León 

(4) 事業内容 投資事業 

(5) 
上場会社と当
該会社との間
の関係 

資本関係 該当事項ありません。 
人的関係 該当事項ありません。 
取引関係 該当事項ありません。 
関連当事者へ
の該当状況 

該当事項ありません。 

※INVERSIONES ALEJANDRA UNDURRAGA LEON Y CIAは資本金、設立年月
日、純資産、総資産、大株主及び持株比率等を公表しておらず、同社から非開示
とすることを求められているため、詳細は記載しておりません。 

 

(1) 名称 
INVERSIONES VERONICA UNDURRAGA LEON Y 
CIA 

(2) 所在地 Tupungato 10051 Depto.1004 Vitacura 

(3) 
代表者の役
職・氏名 

María Verónica Undurraga León 

(4) 事業内容 投資事業 

(5) 
上場会社と当
該会社との間
の関係 

資本関係 該当事項ありません。 
人的関係 該当事項ありません。 
取引関係 該当事項ありません。 
関連当事者へ
の該当状況 

該当事項ありません。 
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※INVERSIONES VERONICA UNDURRAGA LEON Y CIAは資本金、設立年月
日、純資産、総資産、大株主及び持株比率等を公表しておらず、同社から非開示
とすることを求められているため、詳細は記載しておりません。 

 
(1) 名称 ASESORIAS E INVERSIONES RODALO LIMITADA 
(2) 所在地 Isidora Goyenechea 2939, Las Condes, Santiago, Chile 

(3) 
代表者の役
職・氏名 

Lorena De Mizrahi Vaisman 

(4) 事業内容 投資事業 

(5) 
上場会社と当
該会社との間
の関係 

資本関係 該当事項ありません。 
人的関係 該当事項ありません。 
取引関係 該当事項ありません。 
関連当事者へ
の該当状況 

該当事項ありません。 

※ASESORIAS E INVERSIONES RODALO LIMITADAは資本金、設立年月日、
純資産、総資産、大株主及び持株比率等を公表しておらず、同社から非開示とす
ることを求められているため、詳細は記載しておりません。 

 
(1) 名称 PESFA S.A. 
(2) 所在地 Av Carolina Rabat 850 depto 301 D, Vitacura 

(3) 
代表者の役
職・氏名 

Pedro Ramon Aresti Aravena 

(4) 事業内容 投資事業 

(5) 
上場会社と当
該会社との間
の関係 

資本関係 該当事項ありません。 
人的関係 該当事項ありません。 
取引関係 該当事項ありません。 
関連当事者へ
の該当状況 

該当事項ありません。 

※PESFA S.A.は資本金、設立年月日、純資産、総資産、大株主及び持株比率等を
公表しておらず、同社から非開示とすることを求められているため、詳細は記載
しておりません。 

 

(1) 名称 
SOCIEDAD DE INVERSIONES TORINO 
LIMITADA 
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(2) 所在地 Avenida el Bosque Sur 576, Providencia 

(3) 
代表者の役
職・氏名 

Manuel Enrique Vallespir Machado 

(4) 事業内容 投資事業 

(5) 
上場会社と当
該会社との間
の関係 

資本関係 該当事項ありません。 
人的関係 該当事項ありません。 
取引関係 該当事項ありません。 
関連当事者へ
の該当状況 

該当事項ありません。 

※SOCIEDAD DE INVERSIONES TORINO LIMITADAは資本金、設立年月日、
純資産、総資産、大株主及び持株比率等を公表しておらず、同社から非開示とす
ることを求められているため、詳細は記載しておりません。 

 
(1) 名称 ENRIQUE MIRA GAZMURI Y COMPANIA 
(2) 所在地 Mac-Iver 225, oficina 302, Santiago, Chile 

(3) 
代表者の役
職・氏名 

Humberto Enrique Mira Gazmuri 

(4) 事業内容 投資事業 

(5) 
上場会社と当
該会社との間
の関係 

資本関係 該当事項ありません。 
人的関係 該当事項ありません。 
取引関係 該当事項ありません。 
関連当事者へ
の該当状況 

該当事項ありません。 

※ENRIQUE MIRA GAZMURI Y COMPANIAは資本金、設立年月日、純資産、総
資産、大株主及び持株比率等を公表しておらず、同社から非開示とすることを求
められているため、詳細は記載しておりません。 

 
(1) 名称 ASESORIA E INVERSIONES LAS LILAS LIMITADA 
(2) 事業内容 投資事業 

(3) 
上場会社と当
該会社との間
の関係 

資本関係 該当事項ありません。 
人的関係 該当事項ありません。 
取引関係 該当事項ありません。 
関連当事者へ
の該当状況 

該当事項ありません。 



 

 
 
 

7 
 

※ASESORIA E INVERSIONES LAS LILAS LIMITADAから所在地、代表者の役
職・氏名、資本金、設立年月日、純資産、総資産、大株主及び持株比率等を非開
示とすることを求められているため、詳細は記載しておりません。 

 
(1) 氏名 NICOLAS ANDRES GUILOFF KRAUSS 
(2) 住所 Santiago, Chile 

(3) 
上場会社と当該個人
との間の関係 

該当事項ありません。 

 
(1) 氏名 RAUL ANGEL UNDURRAGA ARESTI 
(2) 住所 Colina, Chile 

(3) 
上場会社と当該個人
との間の関係 

該当事項ありません。 

 

(1) 氏名 
RAUL ANGEL CRESCENTE UNDURRAGA 
LASO 

(2) 住所 Santiago, Chile 

(3) 
上場会社と当該個人
との間の関係 

該当事項ありません。 

 
(1) 氏名 ELIANA DEL CARMEN ARESTI ARAVENA 
(2) 住所 Santiago, Chile 

(3) 
上場会社と当該個人
との間の関係 

該当事項ありません。 

 
(1) 氏名 JOYCE LUISA SUBELMAN LIBEDINSKY 
(2) 住所 Vitacura, Chile 

(3) 
上場会社と当該個人
との間の関係 

該当事項ありません。 

 
(1) 氏名 JUAN PABLO ZALDIVAR LARRAIN 
(2) 住所 Las Condes, Chile 

(3) 
上場会社と当該個人
との間の関係 

該当事項ありません。 
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(1) 氏名 EDUARDO ARESTI SUBELMAN 
(2) 住所 Lo Barnechea, Chile 

(3) 
上場会社と当該個人
との間の関係 

該当事項ありません。 

 
４．取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 
0株  
（議決権所有割合：0％） 

(2) 取得株式数 
シリーズA 29,177株 
シリーズB  6,674株  

(3) 取得価額 

268千USD（29百万円） 
アドバイザリー費用（概算額）：54千USD（５百万円） 
合計（概算額）：323千USD（35百万円） 
※アーンアウト条項： 
株式譲渡実行後12カ月間における売上高の達成度合
い等に応じて最大912千USD（100百万円） 

(4) 異動後の所有株式数 
シリーズA 29,177株 
シリーズB  6,674株 
（議決権所有割合：100％） 

（注）１USD は 110.16 円（2021 年７月 12 日時点）で換算しております。 
 

５．日程 
(1) 取締役会決議日 2021年７月13日 
(2) 株式譲渡契約締結日 2021年７月13日 
(3) 株式譲渡実行日 2021年９月30日（予定） 

 
６．今後の見通し 
INTELIGENXIA を連結子会社化するかは未定であるため、本件が当社連結業績へ与える

影響は、現在精査中です。今後公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたし
ます。 

以上 


