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（開示事項の経過）
CyberGym Control Ltd.との共同事業会社の設立に関するお知らせ
当社は、2017年12月22日付「(開示事項の経過)CyberGym Control Ltd.との共同事業に関する独占的ライ
センス契約締結等のお知らせ」において公表いたしましたとおり、本日開催の取締役会において、下記のと
おりCyberGym Control Ltd.（本社 イスラエル ハデラ市、CEO Ofir Hason／以下、「サイバージム社」）
との共同事業会社として、米国に当社子会社を設立することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．新設子会社の概要
(１)名称

Strategic Cyber Holdings LLC

(２)所在地

850 New Burton Road, Suite 201, Dover, DE 19904

(３)代表者の役職・氏名

Chairman of the board&CEO 石原紀彦

(４)事業内容

・サイバーセキュリティトレーニング施設の運営・提供
・その他サイバーセキュリティ関連サービス・製品の提供

(５)資本金

200 万米ドル

(６)決算期

12 月 31 日

(７)設立年月日

2018 年 1 月 31 日

(８)持分比率

当社 100％（設立時）※

(９)当社と当該子会社と

資本関係

当社の 100％子会社となります。（設立時）※

人的関係

当社代表取締役社長が当該子会社の代表者を兼務いたします。

取引関係

新設会社のため該当事項はありません。

の関係

※設立後の持分比率については、下記「２．共同事業会社化の内容」をご参照ください。
２．共同事業会社化の内容
（１）資本構成
当社はサイバージム社との共同事業を行う本件新設子会社 Strategic Cyber Holdings LLC（以下、
「SCH
社」）の設立にあたり、SCH 社の運営資金として 200 万米ドルを出資いたします。また、当社とサイバー
ジム社との 2017 年 12 月 22 日付「独占的ライセンス契約」（以下、「本件ライセンス契約」）に基づく当社
の契約上の地位の全てを SCH 社に移転いたします。当社は、本件ライセンス契約に基づきサイバージム社
に対して、前渡金として 147 万米ドルを支払い済みであることから、SCH 社への出資額 200 万米ドルのう
ち 147 万米ドルについては、当該前渡金の現物出資により充当いたします。
サイバージム社は本件ライセンス契約に基づき SCH 社に提供するコマーシャルアリーナ一式代金 500
万米ドルのうち 150 万米ドルの代わりに SCH 社の持分比率の 30％に相当する持分購入オプションを取得
いたします。サイバージム社による当該持分購入オプションの権利行使は、コマーシャルアリーナ一式の

納入を受けるまでの進捗状況に応じて段階的に可能となるため、コマーシャルアリーナ一式全ての検収が
完了した時点でサイバージム社による SCH 社の持分比率が 30％となる予定です。
SCH 社において、事業開始までのコマーシャルアリーナ一式の購入金額 500 万米ドル（サイバージム社
への持分購入オプションの付与分 150 万米ドルを控除すると 350 万米ドル）に加え、事業開始初年度の人
件費、賃借料、年間ライセンス及びメンテナンス料金等の営業費用として 300 万米ドル程度を見込んでお
ります。当該資金は、SCH 社への当社による出資金 200 万米ドルを含めた自己資金及び SCH 社による外
部投資家からの資金調達で賄う予定のため、当社の持分比率の低下が見込まれますが、その場合において
も当社は SCH 社に対する支配権を維持する方針です。
（２）経営体制
SCH 社の設立時の代表者には当社代表取締役社長の石原紀彦が就任し、サイバージム社 CEO の Ofir
Hason 氏もボードメンバーに参加いたします。なお、設立時の経営体制は以下のとおりです。
役職

氏名

主な兼職

石原 紀彦

当社代表取締役社長

Board member

Ofir Hason

サイバージム社 CEO

Board member

五十嵐 雅人

当社取締役管理本部長

Board member

遠藤 典子

株式会社NTTドコモ社外取締役

Chairman of the Board
& CEO

イスラエル電力公社 Senior Vice President Information, Security and
Board member

Yosi Shneck

Communication Group
サイバージム社 Chairman of Steering Committee

（３）役割・位置付け等
①共同事業の内容及び SCH 社の役割・位置付け
a.米国ニューヨーク州へのコマーシャルアリーナの設置・運営。同アリーナによる他のハイブリッドア
リーナ向けサービス提供
b.日本及び米国(オクラホマ州及びテキサス州を除く)の顧客に対するサイバーセキュリティサービスの
提供、ハイブリッドアリーナの販売
c.サイバージム社が運営するサイバーセキュリティの世界的なナレッジネットワーク WCWA※ への参加
上記の共同事業を展開するため、サイバージム社が SCH 社に対してアリーナ等の販売・設置、並びに
ノウハウ、情報及びソフトウェアの提供を行い、SCH 社が顧客向けにサイバーセキュリティトレーニン
グサービスの提供やハイブリッドアリーナの販売を行います。当社は SCH 社の運営主体となり、200 万
米ドルを拠出いたします。
※WCWA（World Cyber Warfare Arena）
WCWA は、世界中の専門家から継続的にサイバーセキュリティの情報収集を行い、知識、トレーニン
グ、防衛方法をメンバーに対して提供するグローバルネットワークです。メンバーは、WCWA に接続す
ることで、知識と技術のギャップを埋めることができます。WCWA には、今後、さまざまな規模の企業、
政府機関、研究機関、学術機関およびスタートアップ企業などの参加が見込まれております。
また、当社とサイバージム社との本件共同事業により、SCH 社が米国ニューヨーク州に設立する上記
コマーシャルアリーナは、イスラエルやオーストラリアのアリーナと同様に多業種向けのサービスを配
備する最大規模のアリーナとなり、世界各地をつなぐサイバージム社の WCWA における最重要拠点の
一つとなる予定です。

②共同事業会社としての SCH 社の独占権の概要
a.ニューヨーク州におけるコマーシャルアリーナの設置等
b.ニューヨーク州、ニュージャージー州、コネチカット州の顧客に対するコマーシャルアリーナによる
サービス提供
c.オクラホマ州とテキサス州を除く米国の他の州への各種アリーナの設置・サービス提供に関するサイ
バージム社との優先交渉権
d.日本(エネルギーセクターを除く)並びにニューヨーク州、ニュージャージー州及びコネチカット州の
顧客に対するハイブリッドアリーナの販売、サービス提供等
コマーシャルアリーナの内容など上記以外の事項につきましては、2017 年 12 月 22 日付「(開示事項の
経過)CyberGym Control Ltd.との共同事業に関する独占的ライセンス契約締結等のお知らせ」をご参照く
ださい。
３．サイバージム社の概要（詳細につきましては、2017 年 11 月 9 日付「共同事業に関する基本合意書締結に
関するお知らせ」をご参照ください。）
(１)名称
CyberGym Control Ltd.
(２)所在地
Mivtza Yonatan St.1 Hadera 3852024,ISRAEL
(３)代表者の役職・氏名
Ofir Hason,CEO
(４)設立年月日
2013 年 2 月 11 日
(５)当社との関係
2017 年 11 月 9 日付で共同事業に関する基本合意書を締結し、同 12 月 22 日
付で本件ライセンス契約を締結しております。その他に資本関係、人的関
係、取引関係はありません。また、関連当事者への該当事項もありません。
(６) URL
https://www.cybergym.com/
４．今後の見通し
当社の連結子会社となるSCH社は来期より当社の連結の範囲に含まれることになるため、本件が当社グル
ープの今期業績に与える影響は軽微です。ただし、来期以降、当社グループの主要会社として当社グループ
の業績及び業容拡大に寄与することを目指しております。
また、上記のとおり、SCH社において追加ファイナンスを実施する予定であり、この追加ファイナンスの
内容が決定した場合、改めて開示いたします。
以 上

