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株式会社ワイヤレスゲートとの業務提携に関するお知らせ 

  メディカル・ライフサポーターとして在宅療養支援や住環境のサポートを行う株式会社

Ｎ・フィールド（本社：大阪市北区 代表取締役社長：野口 和輝 東証マザーズ：6077 

以下「Ｎ・フィールド」）は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、ワイヤレス・

ブロードバンドサービスを提供する株式会社ワイヤレスゲート（本社：東京都品川区 代

表取締役 CEO：松本 洋一 以下「ワイヤレスゲート」）との業務提携に関する基本契約締

結につき決議いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

１．業務提携の目的 

 Ｎ・フィールドは、全国主要都市圏で訪問看護サービスを展開しており、在宅医療・介

護・退院支援をワンストップで提供しており、国策であります医療行政における医療費抑

制のための「在宅医療へのサポート充実」と「退院促進」の流れを事業として推進してお

ります。 

一方、ワイヤレスゲートは、無線 LAN サービス、WiMAX、WiMAX2+、LTE 対応ルータ

ーなどの複数の無線通信インフラを統合してワイヤレス・ブロードバンドサービスを提供し

ており、新たに LTE通信対応の SIMカードの販売開始を予定するなど、無線通信関連分野

において様々なノウハウを有しております。 

 これら両社のノウハウを融合させることにより、さらに付加価値の高いサービスの提供

を実現し、両社の企業価値を増大していくことが本提携の目的となります。 

２．業務提携の内容 

 Ｎ・フィールドが提供する在宅医療・介護・退院支援サービスとワイヤレスゲートが提

供する M2M／IoTソリューションとを融合させ付加価値の高いサービスを提供するととも

に、看護や介護現場における事務負担を減少させるソリューションの開発等も企図してお

ります。 

 なお、具体的な提携内容については、今後、Ｎ・フィールドとワイヤレスゲートの間で

協議を行い、個別契約等において詳細な条件について決定することとしております。 



 

３．業務提携の相手先の概要 

（１）名称 株式会社ワイヤレスゲート 

（２）所在地 東京都品川区二丁目２番 20 号 天王洲郵船ビル 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役ＣＥＯ 松本 洋一 

（４）事業内容 ワイヤレス・ブロードバンドサービスの提供 

（５）資本金 845,817千円（平成 26 年６月 30 日現在） 

（６）設立年月日 平成 16年１月 26日 

（７）大株主及び持株比率 株式会社ヨドバシカメラ 14.15％  

（平成 25年 12 月 31日現在） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 11.08％  

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5.04％  

池田 武弘 4.90％  

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ エー

ジェント ビーエヌワイエム エイエス イーエイ ダ

ッチ ペンション オムニバス １４００１６ 

 

4.24％ 

 

藤沢 昭和 4.00％  

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 3.65％  

ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロン

ドン エス エル オムニバス アカウント 

 

2.66％ 

 

ステート ストリート バンク アンド トラスト カ

ンパニー ５０５０４１ 

2.40％  

坂巻 和彦 2.00％  

（８）上場会社と当該会社との

間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（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 平成 23年 12月期 

（単体） 

平成 24年 12月期 

（連結） 

平成 25年 12月期 

（連結） 

純資産 722,340千円  1,534,034千円  2,064,337千円  

総資産 1,394,862千円  2,492,242千円  3,481,939千円  

１株当たり純資産（注）１、２ 350.45円  157.12円  206.18円  

売上高 3,440,852千円  5,500,950千円  7,055,499千円  

営業利益 386,441千円  597,078千円  785,650千円  

経常利益 386,521千円  575,891千円  784,517千円  

当期純利益 279,208千円  423,488千円  483,145千円  

１株当たり当期純利益 

（注）３、４ 
135.46円 

 
47.62 円 

 
48.85 円 

 

1 株当たり配当金（注）５ －  －  50.00 円  

 



 

（注）１．平成 24年５月 16日付で普通株式１株につき 100株の株式分割を行っておりますが、平成 23年 12 

月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産を算定しております。 

２．平成 25年９月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を、また平成 26年１月１日付で普通株 

式１株につき２株の株式分割を行っております。平成 24年 12月期の期首に当該株式分割が行われ 

たと仮定し、１株当たり純資産を算定しております。 

３．平成 24年５月 16日付で普通株式１株につき 100株の株式分割を行っておりますが、平成 23年 12 

月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。 

４．平成 25年９月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を、また平成 26年１月１日付で普通株 

式１株につき２株の株式分割を行っております。平成 24年 12月期の期首に当該株式分割が行われ 

たと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。 

５．平成 26年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っておりますが、平成 25年 12月 

期（連結）については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。 

平成 25年 12月期（連結）１株当たり配当金の内訳 普通配当 40円 00銭 記念配当 10円 00銭 

 

４．日 程 

（１）取締役会決議日 平成 26年８月 14日 

（２）契約締結日 平成 26年８月 14日 

 

５．今後の見通し 

  平成 26 年 12月期の業績に与える影響は現時点では軽微でありますが、中長期的にＮ・

フィールドとワイヤレスゲートの両社の業績の向上に貢献するものと考えております。 

 

以 上 

 

（参考）当期業績予想（平成 26年８月７日公表分）及び前期実績 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期業績予想 

（平成 26年 12月期） 
3,045百万円 441 百万円 426 百万円 214 百万円 

前期実績 

（平成 25年 12月期） 
1,887百万円 204 百万円 178 百万円 189 百万円 

 


