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本日公表の役員人事に関して

当社は、本日公表の「役員人事に関するお知らせ」のとおり役員人事を決定しました。当該決定に関し、
当社の創業者で代表取締役会長の三田聖二は、次のとおり語っています。
「私は１９年以上にわたり、株主、お客様、社員のために、日本において新しい産業を掘り起こし、育て、
実践してきました。世界には今や数千もの MVNO が存在しますが、日本は、モバイルデータ通信をこれまで
とは異次元のレベルに移行させる IoT（モノのインターネット）の世界においてリーダーシップの立場を獲
得すべくデータ MVNO の業界で際立ったリーダーシップをとっている唯一の国なのです。私がこのような取
り組みを行ってきた期間、多くの人々が困難に耐え、私どもの成功に貢献してくれました。その筆頭が私
の家族、43 年間連れ添っている妻と５人の子供達です。
インターネットの存続さえも危うくするサイバースペースへの侵入や攻撃という脅威がようやく世界中で
意識されるようになってきた中、日本通信はネットワーク区間およびスマートフォン等の端末部分に対し、
特許技術によるソリューションを提供できるという望外の立場を有しています。日本通信は、我々が比類
ない唯一のグローバルなソリューションと信じるものを、PWLL（無線専用線）ネットワークサービスとア
レクセオ；端末に侵入するだけでなく、個人からプライベートな情報を盗んだりする不本意なスキャンや
悪質なソフトウェア（マルウェア）の配信を防止する TCP/IP エージェントを通して、提供します。この市
場に対して真のソリューションを供給することに集中するため、日本通信は、今四半期、米国のマネージ
メントチームを刷新し、この取り組みに投資を集中しています。今こそ、日本通信の経営リーダーシップ
をもって、このチームを活性化させる時なのです。
６月１日に東京証券取引所市場第一部に上場したことで、日本通信の社長という私の役割を後継者に委ね
る育成計画を実行に移す諸条件が揃ったと判断しました。日本通信の成長を推進する日常的な責任を代表
取締役副社長をつとめてきた福田尚久に移譲します。私は、日本通信グループの会長兼チーフ・エグゼク
ティブ・オフィサーの役割を担い、福田尚久は日本通信グループの社長兼チーフ・オペレーティング・オ
フィサーとして、とりわけ日本事業の経営に注力する役割を担います。この新しい役割の中で、私は米国
の三つの事業を米国、さらに日本および欧州で、必要不可欠な技術会社に成長させる直接の責任を持ちま
す。この動きこそ、日本通信が市場に約束した今期および今後のモバイル・ソリューション事業（MSP）戦

略のエッセンスだからです。この目的のため、日本における活動を戦略的に減らし、少なくとも半分の時
間を日本の外で過ごします。
今年６月１０日に６６回目の誕生日を迎えました。家族との生活を計画するために、私の一部の時間を投
資する時期がきました。そのためには、現時点における私の資産は実効上ほぼ 100％が日本通信株である状
態を多様化することを考えなくてはなりません。私はベルギー法人エル ティ サンダ ビー・ヴィー・ビー・
エー（＊）の資産の最大 30％までを、市場への影響を最小化する合理的な方法で、向こう一年を目途に、
多様化するつもりです。そうすることで、よりバランスのとれた資産ポートフォリオに組み替えます。２
０年近く私が関心を払ってこれなかった家族に機会を提供したいと考えています。この点に関して私から
株主の皆様へのお願いとして、このことが私が日本通信の将来や業績に対する自信のなさを表明するもの
ではないということです。私は日本通信の主要株主（１０％以上）の立場を維持するつもりです。事実、
私は、インターネットの時代の長期的な将来のための安全で安心な情報のトランスポーテーションを提供
する主要なリーダーシップの役割を堅持するという日本通信の将来を明るく見ています。
代表取締役
日本通信グループ会長兼チーフ・エグゼクティブ・オフィサー
工学博士 三田 聖二
以下は、本人が書いた原文です。
I have spent over 19 years working for the shareholders, customers and employees in discovering,
developing and implementing a new Industry in Japan. The world is now populated with thousands of
MVNO's but Japan is the only Country that has taken bold leadership in the Data MVNO Industry to
ensure its position of leadership in the world of IoT (Internet of Things). This will take mobile data
communications in Japan into a new quantum level. In these years many people have endured hardship
and contributed to our success. The most significant is my family; my wife of 43 years and my 5 children.
As the world is finally poised to consider the threat of Cyber intrusion and attack which threatens the very
survival of the Internet, JCI is perfectly positioned to offer its solutions with its patented technology both in
the network segment as well as for terminal units such as smartphones. JCI provides what we believe is
the only unique global solution in its PWLL network service (Wireless Lease Line) and Arxceo; a TCP/IP
agent discovered to insure terminal units have no unwanted scans or delivery of malicious software
(Malware) to not only intrude but steal private information from individuals. To focus on delivering real
solution to this market, JCI has, this quarter, revamped the management team in the United States and
have focused its investment priorities on this effort. It is now time to activate this team with Executive
leadership from JCI.
Following the listing of JCI shares in the First Section of Tokyo Stock Exchange on June 1, it is now time to
execute on my succession plan to relinquish my role as President of JCI and handover the day to day
responsibilities of managing the growth of JCI to Naohisa Fukuda, Executive Vice President and
Representative Director. I will take on the role of Chairman and Chief Executive Officer of the JCI Group
while Naohisa Fukuda will take on the role of President and Chief Operating Officer of the JCI Group with
specific focus on running the Japanese Operations of the Group. In this new role, I will take on the

responsibility directly of growing the Three US operations into vital technology companies in the US as well
as in Japan and Europe. This action represents the essence of the current MSP business strategy which has
been committed by JCI to the market for this fiscal year and going forward. For this reason, I will
significantly reduce my presence in Japan, spending a minimum of half of my time out of Japan.
On June 10 of this year, I enjoyed my 66th birthday. It is now time to invest appropriate portion of my time
in planning for life with my family. To that extent, I must think of diversifying my assets which currently
are effectively 100% JCI stock. It is my intention to diversity up to 30% of a Belgium company LTSanda
B.V.B.A.(*) assets in investments which give me a more balanced portfolio during next twelve months in an
orderly manner. I would like to provide opportunities for my family which I have been negligent in for
nearly 20 years. It is my intention to continue my position as JCI’s major shareholder. To this extent I ask
for shareholder understanding that this is not a vote of non-confidence in JCI's future or its performance. In
fact I am very bullish on the future of JCI to sustain a major role of leadership in providing a secure and
reliable transportation of information for the long term future of the Internet Age.
Frank Seiji Sanda D.Eng.
Representative Director
Chairman and Chief Executive Officer, JCI Group

※日本通信の筆頭株主法人で、三田聖二が議決権の過半数を保有しています。
※JCI’s largest shareholding company that Frank Seiji Sanda owns majority of the voting rights.

■日本通信について
日本通信は 1996 年５月 24 日、モバイルが実現する次世代インターネットの可能性と産業構造に目を向け
設立されました。当社ビジネスモデルはのちに MVNO と命名され、2009 年３月、総務省の携帯市場のオープ
ン政策のもと NTT ドコモとの相互接続を実現しました。特許技術のネットワークセキュリティ、ネットワ
ークを効率的に運用する先端技術やリアルタイムの認証技術、さらには MVNO ルールメーカとしての強い技
術ビジョンと高い遂行力によって、ユニークな通信サービスをつくりだしています。東京、米国コロラド
州およびジョージア州に拠点を置き、東京証券取引所市場第一部に上場（証券コード：9424）しています。

