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（抄訳） 
 

インドの SBI Capital Markets と 

日本のソフトバンク・インベストメントが提携  
(インドに特化した日本初の本格的なベンチャーキャピタルファンド設立へ) 

 
 
ムンバイ, 2006 年 8 月 28 日: State Bank of India（以下「インド・ステイト銀行」）の投

資銀行子会社である SBI Capital Markets Ltd. (以下「SBI Cap」)と日本の SBI ホール

ディングスのベンチャーキャピタル部門であるソフトバンク・インベストメントは、本日出

資約束額 1 億米ドルのベンチャーキャピタルファンドを共同で設立する計画を発表い

たしました。このたび設立するファンドは、主にインドにおいて成長著しい知的分野に特

化した優良な非上場企業を対象に、一社当たり 5－10 百万米ドルを目途に投資し、3

－5 年の運用期間を計画しております。投資対象となる知的分野は、BPO（Business 

Process Outsourcing）、KPO（Knowledge Process Outsourcing）、生命科学、インターネ

ット関連、IT 関連メーカー、更にナノテクノロジーや環境技術関連分野などを含んでお

ります。  
 
SBI Cap としては初のベンチャーキャピタルファンドとなるこのたびのファンド

の設立は、ベンチャーキャピタルファンドへのアクセスを増やすことによってイ

ンドにとって極めて重要な知的分野の企業を育てる必要性を説いたインド大統領

アブドル・カラム氏の最近の公式声明にも応えるものです。また、インド・ステ

イト銀行グループにとって、本提携はベンチャーキャピタル事業への本格的参入

を意味しています。 
 
一方ソフトバンク・インベストメントは、現在さまざまな国や投資領域を対象と

する 18 のファンドを運用しており、例えば昨年ではシンガポールのテマセク・

ホールディングスと提携し中国に特化したファンドを設立し現在運用しておりま

す。運用するファンドの規模やファンドの数においてソフトバンク・インベスト

メントはアジアで最も活発なべンチャーキャピタルの一社でありますが、このた

びの新たな提携は、同社にとって初めてのインドを投資対象とするファンド設立

となります。このたびの提携は、インドの未公開企業への投資と投資先企業の公

開支援にとどまらず、日印両国の架け橋として、知識移転や両国の企業同士の新

たな関係構築を促進していくことを目指しています。  
 
インド・ステイト銀行会長のスリ O.P.バット氏は、このたびの提携を「小さな

一歩ではあるが、インドの知識産業の創造と育成にとっては大きな一歩である。

単なる外国資本の導入よりも、今日のインドにとっては専門知識やノウハウが必

要だ。このたびの関係がそれを実現させるものと考えており、さらに世界第2位
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の経済大国と世界で2番目の急成長経済国家である両国の間には非常に多くの協

力関係が残されています」と述べています。 
 
ソフトバンク・インベストメントの北尾吉孝 CEO は、SBI Cap との提携によっ

て南アジア地域へ初めて進出することついて、「インド・ステイト銀行グループ

は、インドで最も有望な未公開企業投資のための最良のパートナーであると確信

する。SBI Cap と設立するこのたびのファンドは、有力な金融機関と提携し、イ

ンドに特化した独創的な金融商品を提供しようとする当社のインド戦略にとって

は最初の一歩に過ぎない。いずれ、インド市場における当社の長期的な総合戦略

について発表できればと考えている」とコメントしています。 
 
SBI Cap の社長兼 COO レヌ・チャル氏は、「インド・ステイト銀行グループの

広範かつ拡大する顧客基盤のニーズに応えるために、ベンチャーキャピタルファ

ンドを提供できることは喜ばしいことである。 このたびの提携は、未公開株式

投資の領域への進出を可能にするだけでなく、インドの総合金融サービス提供会

社としてのインド・ステイト銀行の地位を一層強化するものだ。ソフトバンク・

インベストメントは IT や知的セクターに投資するファンド運営に関してはトッ

プの地位を保持しており、このたびの提携についても、彼らの強みである投資ノ

ウハウと SBI Cap の強みである顧客ネットワークを活用できることから、非常

に明るい見通しを持っております」とコメントしています。  
 
SBI CAP 及びインド・ステイト銀行について: 
 
1986年に設立されたインド最大の投資銀行。あらゆる投資銀行業務において強い

存在感を有し、あらゆる事業領域にサービスを提供している。インド最大の商業

銀行であるインド・ステイト銀行の子会社として、インドの資本市場に最も早く

参入した企業の1社。過去20年にわたって、SBI Capはインドの金融システム及

び規制の枠組みに関する包括的な理解を深めてきた。1997年1月には、アジア開

発銀行がその株式の13.84%を取得している。SBI Capは企業および政府関連クラ

イアントとの強固な協業関係を構築しており、いくつかの資金調達や戦略的な売

出し、その他のアドバイザリー取引において主幹事を務めてきた。インド国内に

9拠点、英国現地法人を子会社として有する。 
 
インド・ステイト銀行は、総資産、利益、店舗網、社員数において、インド最大

の商業銀行。さらに、支店数では世界最大であり、アメリカ、イギリス、日本、

中国を加えた世界のトップ100銀行に唯一ランク入りしているインドの銀行であ

る。ほぼ全ての金融商品をカバーし、創業200年の歴史を刻む。  
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お問い合わせ先: 
 
SBI / SBI Capital Markets   SBI ホールディングス 
 
Ms. Rupali Kalav    ラフル・デサイ 
Manager (Corporate Communications)  General Manager (Corporate Strategy) 
Tel.: (91) 22 2218 9166 Ext.: 424  Tel.: (81) 3 6229 0134 
Fax: (91) 22 2218 8332    Fax: (81) 3 3224 1970 
Email: rupali.kalav@sbicaps.com  Email: rdesai@sbigroup.co.jp
 

大前 和徳 
General Manager (Corporate Communications) 
Tel.: (81) 3 6229 0126 
Fax: (81) 3 3224 1970 
Email: kaoomae@sbigroup.co.jp  

 

mailto:rupali.kalav@sbicaps.com
mailto:rdesai@sbigroup.co.jp
mailto:kaoomae@sbigroup.co.jp
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For Immediate Publication 
 
 

SBI Capital Markets Limited (SBICAP) ties-up  
with Japan’s SOFTBANK INVESTMENT  
(To Launch Japan’s First Major India Focussed VC Fund) 

 
 
Mumbai, August 28, 2006: SBI Capital Markets Limited (SBICAP), the 
investment banking subsidiary of State Bank of India (SBI), and SOFTBANK 
INVESTMENT, the venture capital arm of Japan’s SBI Holdings Inc. (TOKYO: 
8473), today announced their plans to launch a new USD 100 million venture 
capital fund. The fund will target India’s rapidly growing knowledge industrial 
base with typical investments in the USD 5 to USD 10 million-range over a 
holding period of 3 to 5 years. The knowledge sectors being targeted include 
BPO, KPO, life sciences, online businesses, technology-enabled design and 
manufacturing, as well as in emerging areas of nanotechnology and 
environmental technology.  
 
The launch of SBICAP’s first venture capital fund makes good on Indian 
President Abdul Kalam’s recent public statement citing India’s need to incubate 
vital knowledge sectors by increasing access to venture capital funds.  For SBI 
Group, this alliance means it is finally entering the VC business. 
 
SOFTBANK INVESTMENT currently manages 18 other venture funds across 
numerous sectors around the world, including a recent collaboration with 
Singapore’s Temasek Holdings focused on China.   In terms of both size and in 
the number of its funds, SOFTBANK INVESTMENT remains one of Asia’s most 
prolific venture capitalists, yet the new India effort represents its first and only 
India fund.  Apart from making investments and bringing them to market, the 
partners seek to provide a bridge between the two countries to facilitate 
knowledge transfer and establish new corporate relationships between India and 
Japan.  
 
State Bank of India’s Chairman, Sri O.P. Bhatt, described the alliance as “a small 
but significant step towards creating and nurturing knowledge-based industries in 
India. Much more so than simply foreign capital, India today requires expertise 
and know-how. We see this relationship fulfilling that, as well as the immense 
untapped potential for cooperation between the world’s second-largest economy 
and the world’s second-fastest growing economy.” 
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Yoshitaka Kitao, the CEO of SOFTBANK INVESTMENT, hailed his firm’s entry 
into South Asia together with SBI Capital Markets. “We believe they are the 
absolute best partner by which to tap into India’s most promising private equities. 
Our fund with SBICAP is only a first step in a well-planned strategy to partner 
with leading financial services companies and deliver creative financial products 
focused on India. We will soon be making some important – even historic -- long-
term announcements about our comprehensive India strategy.” 
 
Mrs. Renu Challu, President & COO, SBICAP, said, “We are delighted to finally 
have for offer a venture capital product serving the needs of our diverse and 
growing customer base.  This alliance will mark our foray into the private equity 
space and further strengthen the State Bank of India Group’s positioning as 
India’s full-service financial provider. SOFTBANK INVESTMENT occupies a 
premier position as far as technology and knowledge sector funds are concerned 
and we are very positive about this alliance, as it will leverage their strength of 
domain expertise with the deal origination and client relationship strengths of 
SBICAP. ”  
 
About SBICAP and State Bank of India: 
 
Founded in 1986, SBI Capital Markets Ltd. is India’s largest investment bank 
having a presence across all investment banking products and offering services 
across all business segments. A subsidiary of State Bank of India, India’s largest 
bank, SBICAP was one of the earliest entrants in the Indian capital markets. Over 
the past two decades, SBICAP has earned a comprehensive understanding of 
Indian financial systems and regulatory framework. In January 1997, Asian 
Development Bank acquired 13.84 % stake in the company. SBICAP enjoys a 
strong working relationship with corporate and government clients, having lead-
managed several fund-raising efforts, strategic sales and other advisory 
transactions. SBICAP has 9 locations in India and operates in the UK through its 
subsidiary SBICAP (UK) Ltd. 
 
State Bank of India is India’s largest bank in terms of balance sheet size, profit, 
number of branches and number of employees. It is also the largest in the world in 
terms of number of branches and is the only Bank from India figuring in the list of 
top 100 banks in the world, including U.S., UK, Japan and China. The Bank offers 
almost every product in the financial super market to its customers. The Bank has 
completed its 200th Year of business.  
 
About SOFTBANK INVESTMENT CORP and SBI Holdings, Inc.: 
SOFTBANK INVESTMENT is the venture capital subsidiary of SBI Holdings 
(TOKYO:8473), which began as the investment arm of Japan’s Softbank 



     
 

    
 

 3 of 3 

Corporation.  SOFTBANK INVESTMENT currently manages 18 venture capital 
funds, making it one of the largest, most active venture capitalists in Asia.  
Previous investments by Softbank affiliated companies and their managed funds 
include early internet success stories like Yahoo! and E*TRADE.  
 
The parent, SBI Holdings, operates three business units: (1) Asset Management; 
(2) Brokerage and Investment Banking; and (3) Financial Services. The 
company’s genesis hails from the union of two former Softbank Corporation 
subsidiaries, Softbank Finance and Softbank Investment. In addition to venture 
capital, many of the firm’s 70 companies have taken leadership positions in 
various consumer-oriented online financial services such as equities and 
commodities brokering, home equity loans, and insurance comparison. 
Internationally, the firm recently formed a joint China partnership with Temasek 
Holdings. SBI Holdings also plans to launch Japan’s first full-service Internet 
bank sometime next year, in concert with Sumitomo Trust & Banking, as well as 
a new non-life insurance company with Aioi Insurance Co. SBI Holdings 
corporate website: www.sbigroup.co.jp       
 
 
For further information, please contact: 
 
SBI / SBI Capital Markets   SBI Holdings / SOFTBANK INVESTMENT 
 
Ms. Rupali Kalav    Mr. Rahul Desai 
Manager (Corporate Communications)  General Manager (Corporate Strategy) 
Tel.: (91) 22 2218 9166 Ext.: 424  Tel.: (81) 3 6229 0134 
Fax: (91) 22 2218 8332    Fax: (81) 3 3224 1970 
Email: rupali.kalav@sbicaps.com  Email: rdesai@sbigroup.co.jp
 

Mr. Kaz Ohmae 
General Manager (Corporate Communications) 
Tel.: (81) 3 6229 0126 
Fax: (81) 3 3224 1970 
Email: kaoomae@sbigroup.co.jp  

 

http://www.sbigroup.co.jp/
mailto:rupali.kalav@sbicaps.com
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