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特定子会社の異動に関するお知らせ 

 
 

 当社が平成19年３月期中間連結会計期間より連結の範囲に含めた投資事業組合のうち、特定子会社に該当
する投資事業組合について、下記のとおりお知らせいたします。 
  

記 

 

１．異動理由 

 ｢投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い｣（企業会計基準委員会
実務対応報告第20号 平成18年９月８日）（以下「実務対応報告第20号」という。）の適用に伴い、特定子
会社に該当することとなりました。 
 

２．異動する子会社の概要 
（1） 名称 マルチメディア・イン・アメリカ投資事業組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 業務執行組合員 株式会社 ジャフコ 

  JAFCO America Ventures, Inc. 

 出資の額 7,000 百万円 

 事業の内容 主に北米の情報通信関連の未上場企業の株式等への投資 

（２） 名称 ジャフコ・アール 3 号投資事業組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 業務執行組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 5,000 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

（３） 名称 ジャフコ・ジー6（エー）号投資事業組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 業務執行組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 4,500 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

 

 



 

（４） 名称 ジャフコ・ジー6（ビー）号投資事業組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 業務執行組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 4,500 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

（５） 名称 ジャフコ・ジー7（エー）号投資事業組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 業務執行組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 6,100 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

（６） 名称 ジャフコ・ジー7（ビー）号投資事業組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 業務執行組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 6,100 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

（７） 名称 マルチメディア・イン・アメリカ２号投資事業組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 業務執行組合員 株式会社 ジャフコ 

  JAFCO America Ventures, Inc. 

 出資の額 10,300 百万円 

 事業の内容 主に北米の情報通信関連の未上場企業の株式等への投資 

（８） 名称 テレコム・ベンチャー投資事業組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 業務執行組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 4,200 百万円 

 事業の内容 特定通信・放送開発事業実施円滑化法認定の未上場企業の株
式等への投資 

（９） 名称 ジャフコ・エル壱号投資事業有限責任組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 4,845 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

（10） 名称 ジャフコ・バイアウト一号投資事業有限責任組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 28,000 百万円 

 事業の内容 国内企業への買収投資 

（11） 名称 ジャフコ・エル弐号投資事業有限責任組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 17,000 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 



 

 
（12） 名称 ジャフコ・ジー8（エー）号投資事業組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 業務執行組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 11,500 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

（13） 名称 ジャフコ・ジー8（ビー）号投資事業組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 業務執行組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 11,500 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

（14） 名称 ジャフコ・ジーシー1 号投資事業組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 業務執行組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 10,260 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

（15） 名称 ジャフコ・ジー九（エー）号投資事業有限責任組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 11,500 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

（16） 名称 ジャフコ・ジー九（ビー）号投資事業有限責任組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 10,925 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

（17） 名称 ジャフコ・バイアウト２号投資事業有限責任組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 29,280 百万円 

 事業の内容 国内企業への買収投資 

（18） 名称 ジャフコ V１－A 号投資事業有限責任組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 15,400 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

（19） 名称 ジャフコ V１－B 号投資事業有限責任組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 24,985 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 



 

 
（20） 名称 ジャフコ・バイオテクノロジー１号投資事業有限責任組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 6,000 百万円 

 事業の内容 国内のバイオテクノロジー関連の未上場企業の株式等への投
資 

（21） 名称 ジャフコ V1－スター投資事業有限責任組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 9,900 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

（22） 名称 ジャフコ V２－A 号投資事業有限責任組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 10,000 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

（23） 名称 ジャフコ V２－B 号投資事業有限責任組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 12,150 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

（24） 名称 ジャフコ V２－W 投資事業有限責任組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 3,600 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

（25） 名称 ジャフコ V２－C 号投資事業有限責任組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 12,000 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

（26） 名称 ジャフコ V２－D 号投資事業有限責任組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 7,875 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 

（27） 名称 ジャフコ V２－P 号投資事業有限責任組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 4,500 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資 



 

 
（28） 名称 ジャフコ V２共有投資事業有限責任組合 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 

 出資の額 34,276 百万円 

 事業の内容 主に国内の未上場企業の株式等への投資／V2 共有ファンド 

（29） 名称 NJI No.2 Investment Fund 

 住所 P.O. Box 309GT, Ugland House,  
South Church Street, George Town,  
Grand Cayman, Cayman Islands  

 Manager JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd 

 出資の額 US$237,500 千 

 事業の内容 主にアジアの未上場企業の株式等への投資 

（30） 名称 NJI No.3 Investment Fund 

 住所 P.O. Box 309GT, Ugland House,  
South Church Street, George Town,  
Grand Cayman, Cayman Islands  

 Manager JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd 

 出資の額 US$130,000 千 

 事業の内容 主にアジアの未上場企業の株式等への投資 

（31） 名称 JAFCO Asia Technology Fund L.P. 

 住所 P.O. Box 309GT, Ugland House,  
South Church Street, George Town,  
Grand Cayman, Cayman Islands  

 General Partner JAFCO Asia Technology Holdings Limited 

 出資の額 US$169,100 千 

 事業の内容 主にアジアの未上場企業の株式等への投資 

（32） 名称 JAFCO Asia Technology Fund Ⅱ L.P. 

 住所 P.O. Box 309GT, Ugland House,  
South Church Street, George Town,  
Grand Cayman, Cayman Islands  

 General Partner JAFCO Asia Technology Holdings Ⅱ Limited 

 出資の額 US$80,000 千 

 事業の内容 主にアジアの未上場企業の株式等への投資 

（33） 名称 JAFCO Asia Technology Fund Ⅲ L.P. 

 住所 Walker House, P.O. Box 908GT,  
Mary Street, George Town,  
Grand Cayman, Cayman Islands  

 General Partner JAFCO Asia Technology Holdings Ⅲ Limited 

 出資の額 US$67,200 千 

 事業の内容 主にアジアの未上場企業の株式等への投資 

（34） 名称 JAFCO Technology Partners, L.P. 

 住所 505 Hamilton Avenue, Suite 310, Palo Alto, CA94301, U.S.A.  

 General Partner JTP Management LLC 

 出資の額 US$85,000 千 

 事業の内容 主に北米の情報通信関連の未上場企業の株式等への投資 

                                  

 

 



 

３．異動年月日 

  平成18年９月30日 
 

４．今後の業績に与える影響 

  当社は合理的な業績予想が困難であるため、業績予想は行っておりません。 
なお、実務対応報告第20号の適用により、投資事業組合の外部出資者の持分が含まれるため、「売上総
利益」「営業利益」「経常利益」「税引前利益」などが変動することになりますが、外部出資者の持分である
損益は「少数株主損益」として控除されるため、「純利益」については、実務対応報告第20号の適用前と
基本的には同額であり、影響は軽微であります。  
 

 以 上 


