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事業コンセプト ポジショニング

BUSINESS MODEL

無線通信キャリア

ワイヤレスプラットフォーマー

販売チャネル／事業パートナー

借り受け

協業

…

当社グループでは、複数の公衆無線LAN事業者からWi-Fiスポットの提供及び通信事業者からWiMAX、LTE等の
通信網の提供を受け、当社グループのプラットフォームで高速ワイヤレス通信サービスを提供しています。

お客様のニーズにあわせて簡単に使える無線通信サービスを
提供するマーケット（お客様）志向な会社です。

無線通信インフラを所有しないアグ
リゲーターとして複数の通信事業者
等から無線通信インフラを借り受け
てワイヤレス・ブロードバンドサー
ビスを提供。

インフラを持たない

販売チャネル／事業パートナーと役
割を分担し、最終消費者にサービス
を届けています。最終消費者との接
点を持つ販売チャネル／事業パート
ナーが営業的側面を担い、当社グ
ループはアグリゲーターとして無線
通信を活かしたサービスを設計。

販売チャネル／
事業パートナーとの協業

量販店／
小売店

顧客
個人ユーザ ビジネスユーザ

ソリューション
プロバイダー

ロケーション
オーナー

デバイス 
ベンダー

お客様のニーズにあわせた
サービスを設計

WiMAX
（TD-LTE）

LTE
（FDD-LTE）

…

…Wi-Fi
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ワイヤレス・ブロードバンド事業 その他

顧客属性
×

技術
個人 × Wi-Fi 個人 × WiMAX/LTE 法人 × Wi-Fi 法人 × WiMAX/LTE

サービス
概要

公衆無線LAN
サービス

モバイルインターネット
サービス

無線LAN環境構築
サービス M2M／IoTサービス

ビジネス
構造

インフラ利用料

事業領域

新たな通信インフラにも
対応してまいります。

Wi-Fi
アクセス
ポイント

WiMAX
基地局 LTE

ライフスタイルにあった快適な通信環境の利用顧客

株式会社
ヨドバシカメラ

住友商事　　
株式会社 ほか

販売
チャネル

サービス
利用料

サービス
提供

インフラ卸提供
クラウド 
利用料

クラウドソリューション
で無線LAN環境構築、

運用をサポート
サービス
利用料

サービス
提供

パートナー企業

無線LANサービス提供主体
地方自治体、観光地、ショッピングモール、 

レストラン、ホテル、中小企業オフィス内、その他…

無線LAN環境構築費、
運用サポート費用

無線LAN環境構築、
運用サポート

在宅看護／介護・遠隔医療など顧客

安心、安全な暮らしを
サポート

ユーザ

ビジネスモデル
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時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は
格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当第2四半期連結累計期間（2015年1月1日～2015
年6月30日)において、基盤事業であるワイヤレス・
ブロードバンド事業を中心に収益の拡大を図るととも
に、人材採用を積極的に推し進め、法人向け案件の獲
得強化に取り組んでまいりました。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間における業績
は、売上高5,477百万円（前年同期比30.3％増）、営
業利益506百万円（前年同期比24.3％増）、経常利益
506百万円（前年同期比24.6％増）、四半期純利益
322百万円（前年同期比24.8％増）となりました。
当社は、複数の無線通信インフラ（Wi-Fi、WiMAX2+、
LTEなど）を統合する総合MVNOとして持ち合わせ
る通信サービスを活用し、お客様の立場に合わせ最適
で最新のワイヤレス・ブロードバンドが利用できるよ
うWi-Fiインフラの拡大及びサービスの充実を図って
まいります。
◆好環境の影響を受けて主力事業の今後の活躍に期待
ワイヤレス・ブロードバンド事業では、2015年12月
期においては2015年5月から適用されたSIMロック解

除の義務化を受け、今後、より多様化するSIMカード
の利用ニーズに対応するため、「ワイヤレスゲートWi-
Fi+LTE 音声通話プラン」のSIMカードを販売しました。
また、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピッ
クを視野に、訪日旅行者の通信サービスの利便性を高
めるサービス「Benefit Station Japan」を台湾で販売
開始しました。Wi-Fiインフラ事業では、自動車学校へ
のWi-Fiインフラの構築、さらには世界最大のコミュニ
ティWi-Fi「FON」との業務協力、株式会社Andeco
との業務・資本提携など、Wi-Fiインフラの拡充に向け、
お客様ニーズに合致したサービスの向上に努めました。
◆新事業M2M／IoTサービスの拡大
M2M／IoTサービスにつきましても、株式会社エプ
コと組み、福岡県みやま市での大規模HEMS※プロジェ
クト“みやまHEMSプロジェクト”に参画し、イン
ターネット回線を契約されていない高齢者宅向けに対
して当社がSIMカードとフリールーターをセットにし
て提供しました。今後は、様々な顧客ニーズを開拓し
M2M／IoTサービスをさらに積極的に推進し拡大し
てまいります。
株主の皆様には、変わらぬご理解とご支援を賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。

経営理念

ワイヤレス・ブロードバンドサービスを通じて、
より創造性あふれる社会の実現を目指す。

TO OUR SHAREHOLDERS 株主の皆様へ

株式会社ワイヤレスゲート
代表取締役CEO 兼 創業者

池田 武弘
TAKEH IRO  IKEDA

※HEMS（ヘムス）Home Energy Management Systemの略。住まいの快適向上や省エネのために、エアコンや給湯器、照明等のエネルギー消費機器と、太陽光発電
システムやガスコージェネレーション（燃料電池等）などの創エネルギー機器をネットワーク化して、家庭の電力利用を一括制御・管理するシステムのことです。
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財務ハイライト※FINANCIAL HIGHLIGHTS

売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに過去最高
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※ 2012年12月期より連結決算となっています。



5 WIRELESS GATE Report［2015.1.1-2015.6.30］

SERVICE

第12期第2四半期の取り組み
個人ユーザ向けサービスを安定的に拡大させるとともに、法人ユーザ向けサービスの強化を
図ることで継続的な成長を目指してまいります。

〈個人ユーザ向け〉

個人ユーザ

Wi-Fi
（無線LAN）

事業免許が
不要

公衆無線LAN 
サービス

（ワイヤレス・ブロードバンド事業）

WiMAX/
LTE

事業免許が
必要

モバイル
インターネット

サービス
（ワイヤレス・ブロードバンド事業）

公衆無線LANサービス、モバイルインターネットサービスの強化に取り組みました。
「Wi-Fi+WiMAX（WiMAX2+）」の販売強化により、順調に会員数を増やすことができました。またSIM関連事業の強化として、
「Wi-Fi+LTE SIMカード」の音声通話機能提供を開始いたしました。今後はヨドバシカメラとの連携やサービスに付加価値を
つけることにより、激化する市場環境でポジションを確保してまいります。

モバイルインターネットサービス
売上高4,907百万円（前年同期比32.5%増）
● 「Wi-Fi+WiMAX （WiMAX２+）」の販売強化
● 「Wi-Fi+LTE SIMカード」の音声通話機能提供開始、
　 ヨドバシカメラでのMNP対応即日開通カウンター設置

公衆無線ＬＡＮサービス
売上高401百万円（前年同期比10.7%減）
● 店頭での主な獲得活動を「Wi-Fi+LTE SIMカード」にシフト
● 会社想定に比べ緩やかな減少

詳しくは7〜8ページへ

※MM総研調査による推定値
出典：MM総研「国内MVNO市場規模の推移（2015年3月末）」
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ワイヤレス・ブロードバンド事業

事業領域図 MVNO市場規模実績
（契約回線数）
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〈法人ユーザ向け〉

法人ユーザ

Wi-Fi
（無線LAN）

事業免許が
不要

Wi-Fiインフラ事業
（その他）

WiMAX/
LTE

事業免許が
必要

M2M／IoT
サービス（その他）

プリペイドSIM
サービス（その他）

法人ユーザ向けサービスの今後の成長に向け、基盤確立の強化に取り組みました。
法人ユーザ向けサービスは早期の収益化と事業領域の拡大に向けた取り組みを行いました。M2M／IoTサービスでは通信サービスを今後継続的に使っていただくため
のシステム開発を受注し、今後は通信サービスの提供と運用モデルの水平展開に取り組んでまいります。また、プリペイドSIMサービスでは訪日旅行者に向けたサービス
を展開いたしました。さらにWi-Fiインフラ事業では、新たな提携を構築し、さらなる展開に向けた基盤づくりを進めることができました。

売上高112百万円（前年同期比1,095.4%増）

M２M／IoTサービス
● M２M／IoTサービスに関連した法人向け大型案件の売上計上
● 事業開発人材の採用　 ● パートナー企業の開拓

プリペイドSIMサービス
● ベネフィット・ワンとの訪日旅行者向けSIM販売開始

Wi-Fiインフラ事業
● 自動車学校へのサービス提供開始
● FON社との業務協力　 ● Andeco社との業務・資本提携

詳しくは7〜8ページへ

出典：MM総研「国内MVNO市場規模の推移（2015年3月末）」
＊独立系ＭＶＮＯ事業者がＳＩＭカードを活用し、独自の料金プランで 
  提供する個人／法人向けの各種サービスをさす
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事業領域図 独自サービス型SIM＊の市場規模
実績及び予測（契約回線数）
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SPECIAL TOPICS

SIMカードの取り組みについて
今後の拡大に期待できるワイヤレスゲートのSIMカードについて、SIMカードの概要や
ワイヤレスゲートが販売するSIMカードのサービス展開について詳しく説明します。

Wi-Fi+LTE SIMカードの販売強化の取り組み

株式会社ワイヤレスゲートと株式会社ベネフィット・ワンは、訪日旅行者向けに「飲
食店の割引サービス」と「Wi-Fi+LTE通信サービス」をセットで提供する「Benefit 
Station Japan」を2015年5月22日より台湾で販売開始いたしました。
同サービスの利用者は、様々な福利厚生サービスを提供するベネフィット・ワンが
提携している日本の全国主要都市約3,000店舗の飲食店で専用アプリのクーポンを
提示すると、飲食料金の20％程度の割引が受けられます。また、ワイヤレスゲート
が提供する日本全国約40,000ヵ所の
Wi-Fiスポットが使い放題になるほか、
ワイヤレスゲートのLTE通信サービスを
最大通信速度250kbpsで利用すること
ができます。
ワイヤレスゲートは訪日外国人向けにプ
リペイド型SIMカードを皮切りに様々な
サービスを展開し、訪日外国人が快適に
ワイヤレス・ブロードバンドを利用でき
るように取り組んでまいります。

訪日旅行者向けに
飲食店割引とWi-Fi+LTE通信をセットで提供

？SIMロックとは？

SIMロックとは、利用者の識別を行うICカード「SIMカード」に対応し
た携帯端末について特定の通信事業者（キャリア）のSIMカードを挿し
込んだ場合のみに動作するよう携帯端末の動作を制限すること。

？SIMロックが解除されると？

SIMロックが解除された携帯端末では、使用できなかった通信事業者の
SIMカードでも通信が可能となります。A社から発売されている端末にB社
の通信回線・契約で使用することが可能となり、端末は端末、サービスは
サービスで選べるようになります。また、海外旅行時などでも現地の通信
事業者のSIMカードを挿して、日本で使用している端末をそのまま海外で
も使用することができるため、使い方の自由度が格段に上がります。

？SIMロック解除とワイヤレスゲートの関係性とは？

ワイヤレスゲートは、データ通信専用のSIMカード「ワイヤレスゲート
Wi-Fi+LTE SIMカード」と、訪日外国人向けのデータ通信専用のSIM 
カード「Wireless Prepaid SIM」を昨年より販売しています。2015年
5月からのSIMロック解除の義務化を受け、今後はより多様化するSIM
カードの利用ニーズに対応するため、「ワイヤレスゲートWiFi+LTE 音
声通話プラン」をSIMカードのラインアップに追加しました。

訪日旅行者向けSIMカード
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Wi-Fi+LTE SIMカードの販売強化の取り組み

音声通話とデータ通信が可能なSIMカード「ワイヤレスゲートWi-Fi+LTE 音声通話
プラン」を2015年4月28日から販売しています。

「ワイヤレスゲートWi-Fi+LTE 音声通話プラン」は全国約40,000ヵ所のWi-Fiスポッ
トが利用できるとともに、株式会社NTTドコモ
から直接借り入れたLTE網と3G網が併用可能な
音声通話機能付きのSIMカードです。
利用プランは、通信速度や通信容量に応じて
月額1,300円から月額3,500円までの4つの料金
体系を用意し、ユーザ様の利用ニーズに対応で
きるようにしています。例えば、月額1,300円
のプランでは「ワイヤレスゲートWi-Fi」の利用
料金が月額390円のため、音声通話とLTEを実質
910円で利用いただけます。
ワイヤレスゲートは、快適にいつでもワイヤレ
ス・ブロードバンドを利用できるよう、今後も
サービスの拡充を図ってまいります。

ユーザのニーズにあわせた
音声通話機能付き格安SIMカードの販売開始

音声通話機能付き格安SIMカード 音声通話機能付き格安SIMカード

株式会社ワイヤレスゲートは株式会社ヨドバシカメラと連携し、日本全国のヨドバ
シカメラ店舗、通販サイト「ヨドバシ・ドット・コム」でSIMカード「ワイヤレス
ゲートWi-Fi+LTE 音声通話プラン」を販売しています。
この音声通話機能付きSIMカードは、新規契約時におけるMNP転入にも対応してお
りますので、現在利用している携帯電話番号を変更することなくご利用いただくこ
とが可能です。
ヨドバシカメラの一部店舗では「ワイヤレスゲートWi-Fi+LTE 音声通話プラン」を
販売するだけでなく、その場で利用申込み及び開通手続き可能な専用のサービスカ
ウンターを開設しています。
これによりヨドバシカメラ
店舗で「ワイヤレスゲート
Wi-Fi+LTE 音声通話プラ
ン」を購入すると、その場
ですぐに通話やデータ通信
の利用が可能となります。

「ワイヤレスゲートWi-Fi+LTE 音声通話プラン」の
販売と即日開通手続きに向け、ヨドバシカメラと連携

特集
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当第２四半期末（2015.6.30現在）

流動資産
3,518

資産合計
4,203

負債・純資産合計
4,203

固定資産
684

純資産
2,360

流動負債
1,832

固定負債
11

連結財務諸表（要旨）FINANCIAL DATA

科 目 当第２四半期末
（2015年6月30日現在）

前期末
（2014年12月31日現在）

■資産の部

流動資産 3,518,509 3,234,024

固定資産 684,665 679,260

　有形固定資産 378,255 392,383

　無形固定資産 58,408 56,504

　投資その他の資産 248,002 230,372

資産合計 4,203,175 3,913,284

■負債の部

流動負債 1,832,022 1,625,342

固定負債 11,105 11,045

負債合計 1,843,127 1,636,387

■純資産の部

株主資本 2,355,413 2,273,996

　資本金 852,932 846,610

　資本剰余金 792,191 785,869

　利益剰余金 774,774 706,001

　自己株式 △64,484 △64,484

新株予約権 4,634 2,900

純資産合計 2,360,047 2,276,896

負債純資産合計 4,203,175 3,913,284

科 目 当第２四半期
（2015年1月1日～

2015年6月30日）

前第２四半期
（2014年1月1日～

2014年6月30日）

売上高 5,477,135 4,204,366

　売上原価 4,000,255 3,007,470

売上総利益 1,476,879 1,196,895

　販売費及び
　一般管理費 969,943 789,221

営業利益 506,936 407,674

　営業外収益 76 72

　営業外費用 433 1,107

経常利益 506,579 406,639

　特別損失 1,323 3,413

税金等調整前
四半期純利益 505,256 403,226

　法人税等 183,232 145,267

四半期純利益 322,023 257,958

四半期連結貸借対照表（要旨）（単位：千円） 四半期連結損益計算書（要旨）（単位：千円）

（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

営業
外費用

特別
損失

営業
外収益

506 1835060 10

5,477

売上原価：4,000
販売費及び一般管理費：969

322
法人
税等

当第２四半期 （2015.1.1～2015.6.30）

連結貸借対照表グラフ

連結損益計算書グラフ
（単位：百万円）
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会 社 名 株式会社ワイヤレスゲート WirelessGate, Inc.

本 　 社 東京都品川区東品川2-2-20 天王洲郵船ビル5F

設 　 立 2004年1月26日

代 表 者 代表取締役CEO 池田 武弘

資 本 金 852,932,100円

従 業 員 数 15人

役 　 員  代表取締役CEO 池田 武弘

  取締役CAO 原田 　実

  取締役CFO 
  執行役員　管理本部長 小島 　聡

  取締役CIRO 
  執行役員　I R 本 部 長  須永 直樹

  取締役（社外） 渡邊 龍男

  常勤監査役 若本 英德

  監査役（社外） 山田 啓之

  監査役（社外） 杉山 和彦

  執行役員 技術本部長 嶋尾 基樹

  執行役員 営業本部長 成田 　徹

［株式に関するお届出及びご照会について］
●単元未満株式の買取・買増請求
●住所・氏名等の変更
●配当金の受領方法（銀行振込等）の指定
株主様がお取引のある証券会社にお申出ください。

事 業 年 度 毎年1月1日から12月31日まで

定 時 株 主 総 会 毎年3月下旬

定時株主総会の
基 準 日 毎年12月31日

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

郵 便 物 送 付 先

（ 電 話 照 会 先 ）

〒168－0063 
東京都杉並区和泉二丁目8番4号 
三井住友信託銀行株式会社  証券代行部
電話  0120ｰ782ｰ031（フリーダイヤル）
※受付・照会時間：土日祝祭日を除く9：00～17：00 

会社概要

株主メモ

株主名 持株数
（株）

持株比率
（％）

株式会社ヨドバシカメラ 1,416,400 13.9

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 
（信託口） 676,200 6.6

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口） 622,300 6.1

池田 武弘 490,800 4.8

藤沢 昭和 400,000 3.9

坂巻 和彦 185,000 1.8

日本生命保険相互会社 180,000 1.8

野村信託銀行株式会社（投信口） 176,500 1.7

ジェーピーモルガンチェースバンク
380621 173,200 1.7

原田 実 145,400 1.4

（注）持株比率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

大株主の状況 

発行可能株式総数 ………………… 28,800,000株

発行済株式の総数 ………………… 10,218,800株

株 主 数 ………………………… 9,831名

株式の状況 

個人・その他
53.7%

外国人等
9.6%

金融商品取引業者
4.1%

自己名義株式
0.2%

金融機関
16.5%

その他の法人
15.9%

 所有者別株式分布状況

会社概要／株式の状況
（２０１5年6月30日現在）



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、
アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、
アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記URLにアクセスいただき、
アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。

所要時間は5分程度です。

株主の皆様の声を
お聞かせください

http : //ｗｗｗ.e-kabunushi .com
アクセスコード　9419

ご回答いただいた方の中から
抽選で薄謝（図書カード500円）
を進呈させていただきます

パターン02-CS    T -148  × Y -80

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールによりURL自動返信

いいかぶ 検索検索

QRコード読み取り機能のついた携帯電話をお使い
の方は、右のQRコードからもアクセスできます。

携帯電話からもアクセスできます

●アンケートのお問い合わせ 
  「e -株主リサーチ事務局」

TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）
MAIL： info@e-kabunushi.com

●アンケート実施期間は、本書がお手元に
到着してから約2ヶ月間です。

株主様向け
アンケート

※本アンケートは、株式会社 a2media（エー・ツー・メディア）の提供する
  「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。
（株式会社 a2mediaについての詳細http://www.a2media.co.jp）
※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただき、事前の承諾なしに
これ以外の目的に使用することはありません。http://www.wirelessgate.co.jp/

ホームページを開設しています。
どうぞご覧ください。

当社のホームページは、サービス概要や事業内容の
解説、投資家情報など様々な情報で構成しています。

株式会社シェアードリサーチによる当社
アナリストレポートを掲載しております。
当社の事業状況が詳しく分析されています。
ぜひ一度ご覧ください。

トップページ

アナリストレポート

詳しくは　投資家情報　に掲載


