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子会社の異動（株式譲渡）及び特定子会社の異動に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社 KVP（以下「対象会社」という）の株式の一部を譲渡

することについて決議し、対象会社が当社子会社ではなくなることとなりましたため、下記のとおりお知らせいたします。 

また、これに伴い、対象会社の運用ファンドであり、当社連結子会社である「KVP シード・イノベーション１号投資事業有限責任組合」

（以下「１号ファンド」という）及び「KVP シード・イノベーション２号投資事業有限責任組合」（以下「２号ファンド」という）についても、

当社子会社ではなくなることとなり、特定子会社に該当しないこととなりますので、あわせてお知らせいたします。 

 

記 

１．連結子会社の異動（株式譲渡）について 

（１）異動の理由 

当社グループは、2011 年 12 月にベンチャー・インキュベーション事業へ参入して以降、ソーシャルサービス・モバイル領域での豊富

な事業実績と知見を活かし、インターネット領域などで成長が見込まれるベンチャー企業を多く支援してまいりました。また、2015 年

10 月には、同事業を加速させるべく KLab Venture Partners 株式会社（現 対象会社）を設立し、シード及びアーリーステー

ジのインターネット企業を対象とした VC ファンドの運営を行っております。 

先般、対象会社の代表取締役社長である長野氏より、当社グループから独立し、機動的な事業推進を行うべく、マネジメント・バ

イアウトにより対象会社の当社保有株式を譲り受けたいとの申し出がありました。 

これにつきまして当社で慎重に検討いたしました結果、当社はゲーム事業及びゲーム周辺事業の着実な成長を通じて中長期での

持続的な企業成長を果たすべく、経営資源の集中及び財務基盤の強化に、より集中して取り組むこととし、対象会社を当社グルー

プから独立した経営体制に移行させることが、今後の両社にとって有益であるとの判断に至りました。 

なお、将来的に対象会社の企業価値が飛躍的に向上した場合には、当社グループ全体の企業価値向上にも寄与すると考え、

同社の発行済株式の一定割合の保有を継続いたします。 

（２）異動する子会社の概要 

(１) 名称 株式会社 KVP 

(２) 所在地 東京都渋谷区道玄坂１丁目 16-６ 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 長野 泰和 

(４) 事業内容 シード、アーリーステージのインターネット企業を対象とした VC ファンドの運営 

会社名 ＫＬａｂ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 森田 英克 

（コード番号：3656） 

問合せ先 専務取締役 高田 和幸 

E-mail ir@klab.com 



(５) 資本金 10 百万円 

(６) 設立年月日 2015 年 10 月 21 日 

(７) 大株主及び持株比率 KLab 株式会社 100％ 

(８) 上場会社と当該会社との間の関係 

資本関係 当該会社は、当社の 100％子会社であります。 

人的関係 当該会社の取締役に、当社取締役の真田哲弥及び五十嵐洋介が就任しております。 

取引関係 当社は当該会社との間で、経営支援等を行っております。 

(９) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2017 年 12 月期 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 

純資産 30 百万円 37 百万円 61 百万円 

総資産 47 百万円 43 百万円 84 百万円 

１株当たり純資産 30,888 円 37,064 円 61,153 円 

売上高 61 百万円 42 百万円 104 百万円 

営業利益 34 百万円 9 百万円 37 百万円 

経常利益 35 百万円 8 百万円 40 百万円 

１株当たり当期純利益 21,651 円 6,176 円 24,088 円 

（３）株式譲渡の相手先の概要 

(１) 氏名 長野 泰和 

(２) 住所 神奈川県川崎市 

(３)上場会社と当該個人の関係 当該個人は当社の従業員であり、対象会社の代表取締役であります。  

（４）譲渡株式数および譲渡前後の所有株式の状況 

(１) 譲渡前の所有株式数 1,000 株（議決権所有割合 100％） 

(２) 譲渡株式数 700 株（議決権所有割合 70％） 

(３) 譲渡価格 譲渡の相手先との契約上の守秘義務に基づき非開示とさせていただきますが、当該価額に

ついては、公正なプロセスを経て双方協議の上で、適切な金額を算出して決定しております。 

(４) 譲渡後の所有株式数  300 株（議決権所有割合 30％） 

  

２．特定子会社の異動について 

（１）異動の理由 

「１．連結子会社の異動（株式譲渡）について」に伴い、対象会社の運用ファンドであり当社連結子会社である１号ファンド

及び２号ファンドについて、いずれも当社子会社ではなくなることから、特定子会社に該当しないこととなります。 

（２）KVP シード・イノベーション１号投資事業有限責任組合 

2020 年 10 月 31 日時点 

(１) 名称 KVP シード・イノベーション１号投資事業有限責任組合 

(２) 所在地 東京都渋谷区道玄坂１丁目 16-６ 

(３) 設立根拠等 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合の設立 



(４) 組成目的 シード、アーリーステージのインターネット企業への投資 

(５) 組成日 2016 年４月 25 日 

(６) 出資の総額 1,685 百万円 

(７) 出資者・出資比率、 

 (９)出資者の概要 

KLab 株式会社             29.7％ 有限責任組合員 

株式会社 KVP                      0.6％ 無限責任組合員 

KVP１号有限責任事業組合     0.6％ 無限責任組合員 

(８) 業務執行組合員の概要 

 

名称 株式会社 KVP 

所在地 東京都渋谷区道玄坂１丁目 16-６ 

代表者の役職・氏名 長野 泰和 

事業内容  シード、アーリーステージのインターネット企業を対象とした VC 

ファンドの運営 

資本金 10 百万円 

(９) 上場会社と当該ファンドとの 

 (９)間の関係 

上場会社と当該ファンドとの 

間の関係  

当社は当該ファンドの持分のうち 29.7％を保有しております。  

上場会社と業務執行組合 

員との間の関係 

当社の子会社であります。  

（３）KVP シード・イノベーション２号投資事業有限責任組合 

2020 年 10 月 31 日時点 

(１) 名称 KVP シード・イノベーション２号投資事業有限責任組合 

(２) 所在地 東京都渋谷区道玄坂１丁目 16-６ 

(３) 設立根拠等 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合の設立 

(４) 組成目的 シード、アーリーステージのインターネット企業への投資 

(５) 組成日 2018 年 10 月 15 日 

(６) 出資の総額 上限 3,500 百万円（予定） 

(７) 出資者・出資比率、 

 (９)出資者の概要 

KLab 株式会社            14.3％ 有限責任組合員 

株式会社 KVP                     0.8％ 無限責任組合員 

KVP２号有限責任事業組合   0.3％ 無限責任組合員 

(８) 業務執行組合員の概要 

 

名称 株式会社 KVP 

所在地 東京都渋谷区道玄坂１丁目 16-６ 

代表者の役職・氏名 長野 泰和 

事業内容  シード、アーリーステージのインターネット企業を対象とした VC 

ファンドの運営 

資本金 10 百万円 

(９) 上場会社と当該ファンドとの 

(９)間の関係 

上場会社と当該ファンドとの 

間の関係  

当社は当該ファンドの持分のうち 14.3％を保有しております。  

上場会社と業務執行組合 

員との間の関係 

当社の子会社であります。  

 



３．日程 

(１) 取締役会決議日 2020 年 11 月 24 日 

(２) 譲渡契約締結日 2020 年 11 月 24 日 

(３) 譲渡契約実行日 2020 年 12 月１日（予定） 

４．今後の見通し 

本件による、当社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

以上 


