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2015年10月30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ＣＥＯ  池田 武弘 

                         問合先 取 締 役 Ｃ Ｉ Ｒ Ｏ        

執行役員ＩＲ本部長  須永 直樹 

  (TEL.03-6433-2045) 

 

フォン・ジャパン株式会社の株式取得に関する契約の締結に係る決議 

並びに資金の借入れに関するお知らせ  

 

 当社は、平成 27年 10月 15日公表の「フォン・ジャパン株式会社の株式取得及び業務提携に関するMOU

締結に係る決議のお知らせ」のとおり、Fon Wireless Limited（所在地：イギリス・ロンドン、以下

「FON Ltd.」）との間で、平成 27 年 10 月 15 日付でフォン・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代

表取締役 CEO：金田 宏、以下「フォン・ジャパン」）の株式取得及び業務提携に関する法的拘束力を有す

る Binding Memorandum of Understanding（MOU）（以下「MOU」）を締結いたしました。その後、同

MOU に基づき詳細の検討を進め、本日開催の取締役会において、FON Ltd.との間で、同社が保有するフ

ォン・ジャパン株式の取得に関する株式譲渡契約（以下「株式譲渡契約」）を締結することを決議しまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、株式譲渡契約については、FON Ltd.所在地の現地時間における平成 27 年 10 月 30 日中に締結さ

れる予定です。また、株主間契約及び業務提携契約については、関係当事者間で引き続き検討をおこなっ

てまいります。 

  

記 

 

１．株式取得及び業務提携の目的 

  当社は、平成 16 年に Wi-Fi サービスアグリゲーターとして創業して以来、ワイヤレス・ブロードバ

ンドサービスの拡張に務め、Wi-Fi サービスに加えて WiMAX サービス、LTE(SIM カード)サービス

等、複数の無線通信インフラを統合する総合モバイルネットワーク事業者としてサービスを拡大して

参りました。昨今の当社を取り巻く市場環境は、特に SIM サービス分野において市場の拡大が今後も

見込まれており、この分野においてより競争力のあるサービスを投入していくことがさらなる事業拡

大のキーであると考えております。当社は、Wi-Fiサービスアグリゲーターとして創業し、これまでも

Wi-Fi サービスを他社にはない当社サービスの付加価値として提供しておりますが、FON 社の持つグ

ローバル Wi-Fi プラットフォームを当社のインフラに加え、より魅力ある総合モバイルネットワーク

事業者として FON 社と共にグローバルな新サービスの開発・提供を推進していくことが資本・業務提

携の目的です。 
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２．株式取得及び業務提携の内容等 

（１）業務提携の内容 

   FON 社は、Google、マイクロソフト、ドイツテレコム、ブリテッシュテレコムといった世界のリ

ーディングカンパニーと資本提携しているほか、ボーダフォン、コリアテレコム、テルストラ、Oi

ブラジルといった世界各国、地域における最大の通信キャリアと事業提携を行い、世界に 1,700 万

以上の Wi-Fi スポットを有する世界最大のグローバル Wi-Fi コミュニティーです。（FON スポット

は、2018 年には 5,000 万スポットを超える見込みです）。 

   当社のワイヤレス・ブロードバンドサービスに、FON 社の圧倒的なグローバル Wi-Fi インフラを

組み合わせたサービスを共同開発し、提供をする予定です。これまで、SIM カードサービス自体で

の差別化は難しい状況でしたが、グローバル Wi-Fi ネットワークを軸にして、LTE 帯域を必要に応

じて効率的に使うサービスを提供することで、安価でかつ通信速度もアンリミデッドな、他社には

ないグローバルなサービスを提供することが可能になります。ユーザーは自身のスマートフォンを

世界 200 カ国以上の 1,700 万スポットを超える Wi-Fi スポットの中から順次利用可能となったスポ

ットから使用できる予定ですので、海外旅行の際に別途 Wi-Fi ルーターをレンタルするなどの必要

もなくなります。また、今後はフォン・ジャパンと共に国内の観光地などに 20 万以上の公衆 FON

スポットの導入を進め、インバウンドニーズにも対応した新たな訪日観光事業についても共同で展

開してゆく予定です。 

 

（２）株式取得の内容 

    締結予定の株式譲渡契約上、当社は、FON Ltd.から、同社が保有するフォン・ジャパンの普通株

式の一部（発行済株式総数の30％相当分）を売買により1,200万ユーロで取得することが想定されて

おります。 

    当該取得後、当社は、フォン・ジャパンを当社の持分法適用会社といたします。 

 

（３）取締役の派遣 

   平成 27 年 10 月 15 日付で締結した MOU 上、当社は、フォン・ジャパンに対して取締役１名を

派遣する契約上の権利を取得することが想定されております。 

 

３．業務提携の相手先の概要 

（１）名称 フォン・ジャパン株式会社 

（２）所在地 東京都港区虎ノ門五丁目１１番１号 オランダヒルズ森タワーRoP１３F 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 CEO 金田 宏 

（４）事業内容 ・無線通信システム用製品の輸入及び販売並びに無線通信システム及び

機器の保守管理 

・無線通信システム及び機器の研究及び開発 

・上記に附帯関連する一切の業務 

（５）資本金 400 千円 

（６）設立年月日 平成 18 年８月 10 日 

（７）大株主及び持株比率 Fon Wireless Limited 100.0％  

（注２）    
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（８）上場会社と当該会社と

の間の関係 

 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 無線通信機器の仕入及び無線通信に関する

役務の提供を受けております。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（注）１．フォン・ジャパンは非公開会社であるため、財務情報については記載しておりません。 

２．当社によるフォン・ジャパンの普通株式の取得後は、FON Ltd.及び当社が、それぞれ 70％及び

30％を保有する予定です。 

 

４．株式取得の相手先の概要 

（１）名称 Fon Wireless Limited  

（２）所在地 イギリス・ロンドン 

（３）上場会社と当該会社と

の間の関係 

記載すべき関係はありません。 

 

５．日 程 

（１）取締役会決議 平成 27 年 10 月 30 日 

（２）株式譲渡契約締結日 平成 27 年 10 月 30 日（予定） 

（３）株主間契約締結日 未定 

（４）業務提携契約締結日 未定 

（５）株式譲渡実行日 平成 27 年 11 月６日（予定） 

 

６．資金の借入れ 

  本株式取得に係る資金については、当社が保有する手元資金を充当いたしますが、財務の安全性を

保つために、以下のとおり銀行より運転資金の借入を行う予定であります。 

（１）借入先 銀行３行 

（２）借入金額 12 億円 

（３）借入形態 各借入先と個別に締結した当座貸越約定書に基づく借入 

（４）借入金利 基準金利（１ヶ月日本円 TIBOR）＋スプレッド 

（５）借入日 平成 27 年 11 月６日 

（６）元本弁済日 平成 28 年 11 月４日（期限前弁済可） 

（７）担保の有無 無担保・無保証 

（８）資金使途 運転資金 

※今回の借入に基づき調達する資金については、中長期の資金への借り換えを実施する方針でありま

す。 

  

７．今後の見通し 

  本件が平成 27 年 12 月期の当社連結業績に与える影響は軽微であります。今後の業績に与える影響

につきましては、来期以降の業績予想に織り込んでまいります。 

以 上 
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（参考）当期連結業績予想（平成 27年 10月 15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 27年 12月期） 
11,259百万円 961百万円 956百万円 607百万円 

前期連結実績 

（平成 26年 12月期） 
9,105百万円 794百万円 789百万円 499百万円 

 


