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（訂正）「支配株主等に関する事項について」の一部訂正について 

 

 

2009 年 6 月 23 日から 2021 年 6 月 29 日に公表いたしました「支配株主等に関する事項について」につい

て、一部訂正を要する箇所がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。これは、2022年５月９

日に別途公表しております「（訂正）『親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ』の一部

訂正について」および「『親会社の異動に関するお知らせ』の開示漏れに関するお知らせ」にて開示しており

ますとおり、親会社（当社株式の間接所有）についての記載が漏れていたことを訂正するものです。なお、

訂正内容は 2012年 6月 29日以降に公表したものについて記載しております。また、訂正箇所には下線を付

しております。 

 

 

記 

 

 

 

Ⅰ．2012 年６月 29 日付「支配株主等に関する事項について」 

 

【訂正前】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               平成 24年 3 月 31日現在 

 

２．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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。当社が情報事業を推進するため、親会社

との間で情報交換などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

会 社 名 株式会社エックスネット 

代 表 者 名 代表取締役社長 茂谷 武彦 

（コード番号 ４７６２ 東証スタンダード） 

問 合 せ 先 管理本部長   坪田 浩司 

（TEL ０３－５３６７－２２０１） 

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 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 親会社 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 



 

 

４．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

 

  【訂正後】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               平成 24年 3 月 31日現在 

                                

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 

 

商号 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 

  その理由 
(株)エヌ・ティ・ティ・データは当社の株式 21,067株(51.0%)を直接保有してお

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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。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であります。当社が情報事業を推進するため、親会社との間で情報交換

などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

４．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

 

５．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

  

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) 親会社 0.0 51.0 51.0 

(株)東京証券取引所 市場第一部 

(株)大阪証券取引所 市場第一部 

(株)名古屋証券取引所 市場第一部 

証券会員制法人福岡証券取引所 

証券会員制法人札幌証券取引所 

ニューヨーク証券取引所(アメリカ) 

ロンドン証券取引所(イギリス) 

(株)エヌ・ティ・

ティ・データ 
親会社 51.0 0.0 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 



 

Ⅱ．2013 年６月 20 日付「支配株主等に関する事項について」 

 

【訂正前】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               平成 25年 3 月 31日現在 

 

２．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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。当社が情報事業を推進するため、親会社

との間で情報交換などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

 

４．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

 

  【訂正後】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               平成 25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 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 親会社 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 

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) 親会社 0.0 51.0 51.0 

(株)東京証券取引所 市場第一部 

(株)大阪証券取引所 市場第一部 

(株)名古屋証券取引所 市場第一部 

証券会員制法人福岡証券取引所 

証券会員制法人札幌証券取引所 

ニューヨーク証券取引所(アメリカ) 

ロンドン証券取引所(イギリス) 

(株)エヌ・ティ・

ティ・データ 
親会社 51.0 0.0 51.0 (株)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 

商号 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 

  その理由 
(株)エヌ・ティ・ティ・データは当社の株式 21,067株(51.0%)を直接保有してお

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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。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であります。当社が情報事業を推進するため、親会社との間で情報交換

などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

４．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

 

５．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

 

 

Ⅲ．2014 年６月 12 日付「支配株主等に関する事項について」 

 

【訂正前】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               平成 26年 3 月 31日現在 

 

２．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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。当社が情報事業を推進するため、親会社

との間で情報交換などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

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 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 親会社 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 



 

 

４．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

 

  【訂正後】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               平成 26年 3 月 31日現在 

                                

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 

商号 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 

  その理由 
(株)エヌ・ティ・ティ・データは当社の株式 2,106,700 株(51.0%)を直接保有してお

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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。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であります。当社が情報事業を推進するため、親会社との間で情報交換

などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

４．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

 

５．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

  

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) 親会社 0.0 51.0 51.0 
(株)東京証券取引所 市場第一部 

ニューヨーク証券取引所(アメリカ) 

(株)エヌ・ティ・

ティ・データ 
親会社 51.0 0.0 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 



 

Ⅳ．2015 年６月 10 日付「支配株主等に関する事項について」 

 

【訂正前】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               平成 27年 3 月 31日現在 

 

２．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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。当社が情報事業を推進するため、親会社

との間で情報交換などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

 

４．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

 

  【訂正後】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               平成 27年 3 月 31日現在 

                                

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 

商号 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 

  その理由 
(株)エヌ・ティ・ティ・データは当社の株式 2,106,700 株(51.0%)を直接保有してお

り、実質的な影響力を持っているため 

 

 

 

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 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 親会社 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 

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) 親会社 0.0 51.0 51.0 
(株)東京証券取引所 市場第一部 

ニューヨーク証券取引所(アメリカ) 

(株)エヌ・ティ・

ティ・データ 
親会社 51.0 0.0 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 



 

 

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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。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であります。当社が情報事業を推進するため、親会社との間で情報交換

などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

４．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

 

５．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

 

 

Ⅴ．2016 年６月 29 日付「支配株主等に関する事項について」 

 

【訂正前】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               平成 28年 3 月 31日現在 

 

２．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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。当社が情報事業を推進するため、親会社

との間で情報交換などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

 

４．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

 

 

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 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 親会社 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 



 

  【訂正後】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               平成 28年 3 月 31日現在 

                                

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 

商号 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 

  その理由 
(株)エヌ・ティ・ティ・データは当社の株式 2,106,700 株(51.0%)を直接保有してお

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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。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であります。当社が情報事業を推進するため、親会社との間で情報交換

などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

４．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

 

５．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

 

 

Ⅵ．2017 年６月 29 日付「支配株主等に関する事項について」 

 

【訂正前】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               平成 29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) 親会社 0.0 51.0 51.0 
(株)東京証券取引所 市場第一部 

ニューヨーク証券取引所(アメリカ) 

(株)エヌ・ティ・

ティ・データ 
親会社 51.0 0.0 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 

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 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 親会社 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 



 

 

２．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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。当社が情報事業を推進するため、親会社

との間で情報交換などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

 

４．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

 

  【訂正後】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               平成 29年 3 月 31日現在 

                                

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 

商号 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 

  その理由 
(株)エヌ・ティ・ティ・データは当社の株式 2,106,700 株(51.0%)を直接保有してお

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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。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であります。当社が情報事業を推進するため、親会社との間で情報交換

などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

４．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

 

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) 親会社 0.0 51.0 51.0 
(株)東京証券取引所 市場第一部 

ニューヨーク証券取引所(アメリカ) 

(株)エヌ・ティ・

ティ・データ 
親会社 51.0 0.0 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 



 

５．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

 

 

Ⅶ．2018 年６月 28 日付「支配株主等に関する事項について」 

 

【訂正前】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               平成 30年 3 月 31日現在 

 

２．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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。当社が情報事業を推進するため、親会社

との間で情報交換などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

 

４．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

 

  【訂正後】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               平成 30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 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 親会社 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 

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) 親会社 0.0 51.0 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 

(株)エヌ・ティ・

ティ・データ 
親会社 51.0 0.0 51.0 (株)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 

商号 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 

  その理由 
(株)エヌ・ティ・ティ・データは当社の株式 4,213,400 株(51.0%)を直接保有してお

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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。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であります。当社が情報事業を推進するため、親会社との間で情報交換

などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

４．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

 

５．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

 

 

Ⅷ．2019 年６月 28 日付「支配株主等に関する事項について」 

 

【訂正前】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               平成 30年 3 月 31日現在 

 

２．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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。当社が情報事業を推進するため、親会社

との間で情報交換などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

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 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 親会社 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 



 

 

４．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

 

  【訂正後】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               平成 30年 3 月 31日現在 

                                

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 

商号 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 

  その理由 
(株)エヌ・ティ・ティ・データは当社の株式 4,213,400 株(51.0%)を直接保有してお

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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。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株式会社 NTT であります。当社が情報事業を推進するため、親会社

との間で情報交換などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

４．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

 

５．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

  

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) 親会社 0.0 51.0 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 

ＮＴＴ(株) 親会社 0.0 51.0 51.0 ― 

(株)エヌ・ティ・

ティ・データ 
親会社 51.0 0.0 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 



 

Ⅸ．2020 年６月 30 日付「支配株主等に関する事項について」 

 

【訂正前】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               2020年 3月 31 日現在 

 

２．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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。当社が情報事業を推進するため、親会社

との間で情報交換などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

 

４．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

 

  【訂正後】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               2020年 3月 31 日現在 

                                

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 

商号 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 

  その理由 
(株)エヌ・ティ・ティ・データは当社の株式 4,213,400 株(51.0%)を直接保有してお

り、実質的な影響力を持っているため 

 

  

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 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 親会社 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 

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) 親会社 0.0 51.0 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 

ＮＴＴ(株) 親会社 0.0 51.0 51.0 ― 

(株)エヌ・ティ・

ティ・データ 
親会社 51.0 0.0 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 



 

 

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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。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株式会社 NTT であります。当社が情報事業を推進するため、親会社

との間で情報交換などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、当社における一定の重要事項について、親会社に対し報告を行うこととしておりますが、事

業上の制約等はなく独自の経営判断を行うことが可能であり、親会社からの独立性は十分に確保されて

いると認識しております。 

 

４．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

 

５．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

 

 

Ⅹ．2021 年６月 29 日付「支配株主等に関する事項について」 

 

【訂正前】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               2021年 3月 31 日現在 

 

２．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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。当社が情報事業を推進するため、親会社

との間で情報交換などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、NTTデータグループとしてシナジーの最大発揮のため、事業運営に関する重要な事項につい

ては、NTTデータとの協議、報告を行っておりますが、自ら経営責任を負って独立した事業運営を行っ

ており、独自の経営判断を妨げるものではないと認識しています。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

 

４．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

 

  

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 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 親会社 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 



 

  【訂正後】 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                               2021年 3月 31 日現在 

                                

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 

商号 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 

  その理由 
(株)エヌ・ティ・ティ・データは当社の株式 4,213,400 株(51.0%)を直接保有してお

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 

 当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下 NTT データ）は、当社議決権の 51.0%

を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。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株式会社 NTT であります。当社が情報事業を推進するため、親会社

との間で情報交換などを行っておりますが、事業上の依存関係はありません。 

 当社は、NTTデータグループとしてシナジーの最大発揮のため、事業運営に関する重要な事項につい

ては、NTTデータとの協議、報告を行っておりますが、自ら経営責任を負って独立した事業運営を行っ

ており、独自の経営判断を妨げるものではないと認識しています。 

 

４．支配株主等との取引に関する事項 

 

 （ 略 ） 

 

５．支配株主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 

 

 （ 略 ） 

 

 

 

 

 

以 上   

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) 親会社 0.0 51.0 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 

ＮＴＴ(株) 親会社 0.0 51.0 51.0 ― 

(株)エヌ・ティ・

ティ・データ 
親会社 51.0 0.0 51.0 (株)東京証券取引所 市場第一部 


