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2019 年 9 月 20 日 

報道関係各位 

  

AWL、新経営体制への移行のお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社連結親会社であるサツドラホール

ディングス株式会社（以下、「サツドラ HD」という）から当社マネジメントへ

の株式譲渡契約の締結に伴う筆頭株主の異動とサツドラ HD との業務提携の締

結について決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１.	株式譲渡・業務提携の目的 

 

当社は、2017 年６月のサツドラ HD からの資本注入以来、サツドラ HD が有する

ドラッグストア、「サツドラ」を起点とした、実店舗資産、商品、データ、顧客、集客

能力、POS システム、マーケティングノウハウ、人材その他のリソース等を活かした

AI カメラソリューションの開発を推進してまいりました。 

 

 またサツドラ HD においては、当社の AI カメラソリューション活用による、今まで

にない新しい店舗体験の創出や、コスト削減、生産性向上へと繋がるノウハウを蓄積す

ると共に、「サツドラ」の店舗とデータ、取引先メーカーとの太いコネクションといっ

た資産を最大限に活用したオープンイノベーションプロジェクトである

「SATUDORA AI LAB」を立ち上げ、AI カメラによる店内データや POS データなど

を分析し、そこから得た知見を取引先メーカーに販売し、新しい収益源につなげるなど

の着実な成果を上げております。 

 

 

現在、当社の提供する AI カメラソリューションはドラッグストア以外の複数社での

実証実験が進んでおり、飲食、アパレル、スーパー、コンビニ、百貨店、ホームセンタ

ーなどの全国のチェーンストアで幅広く利活用いただくため、企業として「独立性」が

求められる段階に至っております。 

この度のサツドラ HD から当社マネジメントへの株式譲渡に伴い、サツドラ HD の連



 

結子会社から外れることにより、当社の独立性が大幅に向上し、当社の AI カメラソリ

ューションの拡販を期待できることに加え、2019 年２月に実施した事業譲渡に伴い発

生した特別利益を今後の技術開発や販売促進のための資金として十分に投下すること

が可能となります。 

当社はサツドラ HD の連結子会社から外れるものの、業務提携契約を同時に締結し、

連携の維持を図ってまいります。 

 

当社とサツドラ HD が 2017 年６月時点より目指しておりました、AI 等の最新技術

を活用した店舗のデジタルトランスフォーメーションを実現し、新しい顧客体験、ビジ

ネスモデル、生産性向上といった効果を、業種にとらわれることなく、幅広く普遍的な

サービスとして提供することで、社会全体における実店舗の価値向上を支援してまいり

ます。 

 

２.	当社の概要 

 

① 名称 AWL 株式会社 

② 所在地 東京都千代田区九段北一丁目 12-４ 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 北出 宗治 

④ 事業内容 AI カメラソリューション事業 

⑤ 資本金 825 万円 

⑥ 設立年月 2016 年 6 月 

⑦ 大株主及び持株比率 サツドラホールディングス株式会社 51.6％ 

⑧ 当社の最近３年間の経営成績及び財政状態         （千円） 

決算期 2017 年５月期 2018 年４月期 

（11 ヶ月決算） 

2019 年１月期 

（9 ヶ月決算） 

純資産 15,582 24,355 24,549 

総資産 22,093 90,459 252,215 

１株当たり純資産（円） 10,082 15,713 15,838 

売上高 74,789 180,591 245,896 

営業利益 101 12,019 ▲２,295 

経常利益 196 12,230 348 

当期純利益 82 8,753 213 

１株当たり当期純利益（円） 82 5,654 137 



 

１株当たり配当金（円） 0 0 0 

(注)当社は、会社分割による新設会社の株式譲渡を 2019 年２月に実施しており、約５億

円の特別利益を 2020 年 1 月期決算に計上の予定です。また、人的関係については独立性

を確保するため、取締役が異動しております。（当社本日付リリース「AWL、代表取締役

および取締役の異動等に関するお知らせ」ご参照） 

 

３.	サツドラ HD からの当社株式の譲渡先の概要 

 

氏名 北出 宗治 

住所 東京都世田谷区 

個人と当社との関係 資本関係 当社の 9.7%を所有しております。 

人的関係 当社の代表取締役社長。 

取引関係 取引関係はありません。 

その他 特にありません。 

 

氏名 田中 清貴 

住所 千葉県大網白里市 

個人と当社との関係 資本関係 資本関係はありません。 

人的関係 当社従業員。本日当社の取締役新任候補に選

任されております。 

取引関係 取引関係はありません。 

その他 特にありません。 

 

氏名 土田 安紘 

住所 北海道札幌市 

個人と当社との関係 資本関係 資本関係はありません。 

人的関係 当社従業員。本日当社の取締役新任候補に選

任されております。 

取引関係 取引関係はありません。 

その他 特にありません。 

 

氏名 佐藤 晴朗 

住所 東京都港区 



 

個人と当社との関係 資本関係 資本関係はありません。 

人的関係 当社従業員。本日当社の取締役新任候補に選

任されております。 

取引関係 取引関係はありません。 

その他 特にありません。 

今回の株式譲渡に伴い、当社の代表取締役である北出宗治が筆頭株主になる予定です。 

 

４.	譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後のサツドラ HD の所有株式の状況 

 

異動前の所有株式数 800 株（議決権の数：800 個）（議決権所有割合：51.6%） 

譲渡株式数 570 株（議決権の数：570 個） 

異動後の所有株式数 230 株（議決権の数：300 個）（議決権所有割合：14.8％） 

今回の株式譲渡に伴い、当社はサツドラ HD の連結子会社から除外されることとなり

ます。 

なお、譲渡価額につきましては、株式譲渡契約書における守秘義務を踏まえ、開示を

控えさせていだだきますが、公正なプロセスを経て株式譲渡相手先との交渉及び記載の

最近の業績や経営状態、または帳簿価額をもとに決定しており、公正な価額であると認

識しております。 

 

５.	日程 

 

取締役会決議日 2019 年９月 20 日（金） 

株式譲渡契約締結日 2019 年９月 30 日（月） 

株式譲渡実行日 2019 年９月３０日（月） 

業務提携契約締結日 2019 年９月 30 日（月） 

 

 

プレスリリース URL 

https://awl.co.jp/news/20190920 

 

 

 

 



 

【会社概要】 

■AWL 株式会社 

代表者  ：代表取締役社長 北出宗治 

所在地  ：〒102-0073 東京都千代田区九段北一丁目 12 番 4 号 

設立   ： 2016 年 6 月 

事業内容 ：AI カメラソリューション事業 

URL ： https://awl.co.jp 

 

■サツドラホールディングス株式会社（東証一部証券コード：3544） 

代表者  ：代表取締役社長 富山浩樹 

所在地  ：〒002-8003 北海道札幌市北区太平 3 条 1 丁目 2 番 18 号 

設立   ：2016 年 8 月 

URL ：https://satudora-hd.co.jp/ 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

企業名：AWL 株式会社 

担当者名：藤松、打田 

TEL：03-6380-8669 

Email：info@awl.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Press Release 

 

AWL Announces New Management Organization 

 

Tokyo, Japan – September 20, 2019 – AWL has announced today that it resolved, at 

its Board of Directors meeting held on September 20, 2019, changes in the Company's 

major shareholders and partnership with SATUDORA HOLDINGS CO., LTD. 

(SATUDORA HD). 

 

1. Events leading to the changes 

AWL is a market leader in AI and Deep Learning-based video analytics. 

Headquartered in Tokyo, Japan with offices in Hokkaido, Japan and Hanoi, Vietnam. 

International team with professionals from more than 10 countries, AWL Solutions 

provide actionable insights and intelligence for AI Industries. 

AWL has been the subsidiary of SATUDORA HD, a Retail Leader with innovative 

strategies in marketing, supply chain and store operations and big data, based on their 

40 years of experience of SATUDORA, Sapporo Drug Store, one of the largest retails 

and health care stores in Japan, since June, 2017.  

AWL’s AI technologies meeting SATUDORA Group with their Business Intelligence in 

Retail, have delivered innovative collaboration including "SATUDORA AI LAB" and 

effective AI solutions for the Client’s Business Goals. 

The management buyout is as part of a planned leadership succession process for 

AWL's next step for continuity and opportunity. AWL is currently working on business 

development with real store trials, aiming to launch the service to retail industries 

including not only drug stores but also, food, apparel, supermarkets, convenience 

stores, department stores and home centers throughout Japan. The transfer of shares 

will continue to create and seize opportunities with the professional AI Solutions and 

creativity. Other additions to allow the opportunity to further invest the special profits 

from the business transfer implemented in March, 2019 in future technology 

development and sales promotion. 

Although the Company's major shareholders will change, to build a stronger 

partnership, SATUDORA HD and AWL have also entered into an agreement for 

continuous partnership. 



 

 

This would accelerate growth for both companies and enable them to transform the 

store operations with digital technology, provide new store experience, improve store 

management, and to maximize revenue and profitability throughout AI Solutions. 

 

2. Overview of AWL 

1)Company name   AWL, Inc. 

2)Head Office 

  Tokumiya Bldg. 6F, 1-12-4 Kudan-kita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073 Japan 

3)President   Muneharu Kitade 

4)Industry   AI Solutions 

5)Capital   8.25 million yen 

6)Founded   June, 2016 

7)Shareholders and Shareholding Ratio   SATUDORA HOLDINGS CO., LTD. 51.6% 

8)Financial Performance for the last three years \thousand 

Accounting period FY May 2017 FY April 2018 

(11-month 

settlement) 

FY January 2019 

(9-month 

settlement) 

Net assets 15,582 24,355 24,549 

Total assets 22,093 90,459 252,215 

Stockholders’ equity (JPY) 10,082 15,713  15,838 

Net Sales 74,789 180,591 245,896 

Operating income 101 12,019 ▲2,295 

Ordinary profit 196 12,230 348 

Net income 82 8,753 213 

Net income per share (JPY) 82 5,654 137 

Cash dividends per share (JPY) 0 0 0 

 

(Note)February 2019, AWL concluded a company split and expects to record  

an extraordinary gain of approximately 500 million JPY in the year ending  

January 2020. In order to ensure the independence of personal relationships,  

the directors will also be transferred. 

Refer to: Notice of Changes of Representative Directors and Directors 



 

 

3. Summary of the shareholder changes 

Name: Muneharu Kitade 

Address: Setagaya-ku, Tokyo 

Current position: President and Representative Director (Shareholding Ratio 9.7%) 

 

Name: Kiyotaka Tanaka 

Address: Oamishirasato, Chiba 

Current position: Employee and Director candidates 

 

Name: Yasuhiro Tsuchida 

Address: Sapporo, Hokkaido 

Current position: Employee and Director candidates 

 

Name: Haruaki Sato 

Address: Minato-ku, Tokyo 

Current position: Employee and Director candidates 

 

(Note)Company's major shareholder will become Muneharu Kitade, President and 

Representative Director 

 

4. Number of shares and percentages owned by SATUDORA HD 

Prior to the change: 800 shares（voting rights： 800）（Ratio of number of voting rights： 

51.6%） 

Number of shares transferred: 570 shares（voting rights： 570） 

After the change: 230 shares（voting rights： 300）（Ratio of number of voting rights： 

14.8％） 

 

(Note)As the result of share transfer, AWL will be excluded from SATUDORA HD ‘w 

consolidated subsidiaries. 

Transfer price will be determined through a fair process based on negotiations with the 

transferee and current business results, conditions or Carrying amount, but will not be 

disclosed based on the confidentiality obligation in the share transfer agreement. 

 



 

5. Effective date of change 

Board resolution date:  Friday, September 20, 2019  

Date of share transfer agreement:  Monday, September 30, 2019 

Stock transfer execution date:  Monday, September 30, 2019 

Date of business alliance agreement:   Monday, September 30, 2019 

 

■Corporate Profile 

AWL, Inc. 

President: Muneharu Kitade 

Head Office: Tokumiya Bldg. 6F, 1-12-4 Kudan-kita, Chiyoda-ku, 

Tokyo 102-0073 Japan 

Founded: June, 2016 

Industry: AI Solutions 

Website: https://awl.co.jp/en/ 

 

SATUDORA HOLDINGS CO., LTD. (Securities Code:3544, Stock Exchange Listing: 

First Section on TSE) 

President: Hiroki Tomiyama 

Head Office: 18, Taihei 3-jo, 1-chome 2, Kita-ku, Sapporo, 

Hokkaido 002-8003 Japan 

Founded: August, 2016 

Website: https://satudora-hd.co.jp/ 

 

■Media contact 

A. Fujimatsu & Y. Uchida of Press Services 

TEL: +81-3-6380-8669 

E-mail: info@awl.co.jp 


