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2014年８月14日 

各 位 

会 社 名  株式会社ワイヤレスゲート 

(コード9419：マザーズ) 

住所 東京都品川区東品川2-2-20 

天王洲郵船ビル５階 

                   代表者 代 表 取 締 役 Ｃ Ｅ Ｏ  松本 洋一 

問合先  ＩＲ室長            須永 直樹 

  (TEL.03-6433-2045) 

 

株式会社Ｎ・フィールドとの業務提携に関するお知らせ  

 

  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」）は、本日開催の取締役会に

おいて、以下のとおり、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」）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 

 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。 

 一方、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。 

 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 

 ワイヤレスゲートが提供する M2M／IoT ソリューションと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、ワイヤレスゲートとＮ・フィールドの間で協議

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。  
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３．業務提携の相手先の概要 

（１）名称 株式会社Ｎ・フィールド 

（２）所在地 大阪市北区堂島浜一丁目４番４号 アクア堂島東館 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 野口 和輝 

（４）事業内容 在宅医療・介護・退院支援サービスの提供 

（５）資本金 541,235 千円（平成 26 年６月 30 日現在） 

（６）設立年月日 平成 15 年２月６日 

（７）大株主及び持株比率 野口 和輝 30.87％  

（平成 25 年 12 月 31 日現在） 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 10.26％  

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7.78％  

野村信託銀行株式会社（投信口） 7.15％  

野口 美香 3.90％  

BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED A/C CAYMAN 

CLIENTS 

3.87％  

日本証券金融株式会社 3.29％  

ビーエヌワイエム エスエーエヌブイ ビーエヌワイエム 

クライアント アカウント エムピーシーエス ジヤパン 

1.64％  

NOMURA PB NOMINIEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASH PB) 1.56％  

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 

1.25％  

（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（非連結） 

決算期 平成 23 年 12 月期 平成 24 年 12 月期 平成 25 年 12 月期 

純資産 3,597 千円  28,589 千円  828,628 千円  

総資産 683,809 千円  853,348 千円  1,109,926 千円  

１株当たり純資産 （注）１ 5.87 円  6.83 円  129.52 円  

売上高 899,451 千円  1,128,827 千円  1,887,743 千円  

営業利益又は営業損失（△） △134,943 千円  △224,639 千円  204,712 千円  

経常利益又は経常損失（△） △147,890 千円  △237,385 千円  178,084 千円  

当期純利益又は 

当期純損失（△） 
△157,132 千円 

 
△245,007 千円 

 
189,568 千円 

 

１株当たり当期純利益又は 

１株当たり当期純損失（△）（注）２ 
△277.13 円 

 
△79.92 円 

 
38.67 円 

 

１株当たり配当金 －円  －円  －円  

（注）１．平成 25 年６月 17 日付で普通株式１株につき 500 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。また、平成 26 年５月１日

付で普通株式１株につき５株の株式分割を行っておりますが、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。 
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２．平成 25 年６月 17 日付で普通株式１株につき 500 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又は１株当たり当期純損失を算定しておりま

す。また、平成 26 年５月１日付で普通株式１株につき５株の株式分割を行っておりますが、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又は１株当たり当期純損失を算定して

おります。 

 

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、中長期的にワイヤレ

スゲートとＮ・フィールド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）当期連結業績予想（平成 26年２月 13日公表分）及び前期連結実績 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

当期連結業績予想 

（平成 26 年 12 月期） 
8,509 百万円 900 百万円 898 百万円 543 百万円 

前期連結実績 

（平成 25 年 12 月期） 
7,055 百万円 785 百万円 784 百万円 483 百万円 

 


