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SBI ホールディングス株式会社
SBI インベストメント株式会社

総額 1,000 億円の国内最大級（※）ベンチャーキャピタルファンド
「SBI 4＋5 ファンド」の募集完了について
SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：北尾 吉孝）の100％子会
社で、ベンチャーキャピタルファンドの運用・管理を行うSBIインベストメント株式会社（本社：東
京都港区、代表取締役執行役員社長：川島 克哉、以下「SBIインベストメント」
）は、同社が運用す
る「SBI 4+5ファンド」
（正式名称：SBI 4&5投資事業有限責任組合、SBI 4&5投資事業有限責任組
合2号の総称、以下「本ファンド」
）が200社を超える投資家からの出資を受け、出資約束金総額が
1,000億円に達し、募集を完了いたしましたのでお知らせいたします。
本ファンドは2020年4月の設立以降、株式会社三井住友銀行や第一生命保険株式会社などの機関投
資家や株式会社村田製作所や凸版印刷株式会社、綜合警備保障株式会社（ALSOK）などの各業界の
大手事業会社、株式会社福岡銀行、株式会社鹿児島銀行等の新たな地域金融機関からの出資を受
け、国内最大級（※）のベンチャーファンドとして運用を行っておりましたが、このたび、SOMPO
ホールディングス株式会社のデジタル事業子会社であるSOMPO Light Vortex 株式会社やNIPPON
EXPRESS ホールディングス株式会社、株式会社リコーなどの大手事業会社、農林中央金庫や株式
会社千葉銀行などの金融機関等を新たに投資家として迎え、出資約束金総額が上限の1,000億円に達
しました。
本ファンドにおいては、既にフィンテック、AI、ブロックチェーンのほか、IoT、ビッグデータ、
ロボティクス、ヘルスケア（医療・介護）、インフラ（交通・エネルギー）等の「Society 5.0 for
SDGs」の実現に寄与する様々な領域の有望スタートアップ企業に投資を行ってきておりますが、今
後はグリーン・イノベーションやESGを意識したインパクト投資関連、さらにはメタバースやWEB
3.0をはじめとした時代の潮流に合致した領域にも積極的に投資を行っていく方針です。
なお、投資活動については順調に組み入れが進んでおり、既に63社、307億円のベンチャー企業へ
の投資を実行し、その内、既に4社が上場、1社がM&AによるEXITを果たす（2021年12月末現在）
など、活発な投資活動を展開しております。
また、SBIインベストメントは、ファンドを通じた投資家と投資先スタートアップによるオープン
アライアンスの推進に注力しており、200社超の投資家が参画する国内最大級のベンチャーファンド
ネットワークを活用した投資先企業のバリューアップとファンドパフォーマンスの最大化を図るエ
コシステムの構築を目指しております。
SBIグループでは、これまでもIT・モバイルやバイオ・ライフサイエンス関連分野等の成長分野
におけるベンチャー企業に積極的に投資を行っており、これらの分野のベンチャー企業の投資・育
成に豊富な実績を有しています。今後も引き続き次世代の産業育成と投資先であるベンチャー企業

の企業価値の向上に積極的に取り組んでまいります。
（※）2022年1月6日時点、当社調べ。
（ご参考）SBI 4+5 ファンドの主な出資者について
●地域金融機関
株式会社秋田銀行

株式会社足利銀行

株式会社池田泉州銀行

株式会社愛媛銀行

株式会社大分銀行

株式会社大垣共立銀行

株式会社鹿児島銀行

亀有信用金庫

北伊勢上野信用金庫

北おおさか信用金庫

株式会社北日本銀行

株式会社紀陽銀行

京都中央信用金庫

株式会社きらぼし銀行

株式会社きらやか銀行

株式会社高知銀行

株式会社佐賀銀行

株式会社山陰合同銀行

株式会社三十三銀行

株式会社四国銀行

株式会社静岡銀行

株式会社清水銀行

株式会社常陽銀行

西武信用金庫

株式会社仙台銀行

株式会社筑邦銀行

株式会社千葉銀行

株式会社千葉興業銀行

株式会社筑波銀行

東京東信用金庫

東濃信用金庫

株式会社東邦銀行

株式会社東和銀行

株式会社徳島大正銀行

株式会社栃木銀行

株式会社長野銀行

株式会社南都銀行

浜松磐田信用金庫

株式会社広島銀行

株式会社福岡銀行

株式会社北海道銀行

株式会社みちのく銀行

株式会社南日本銀行

株式会社宮崎銀行

株式会社山形銀行

株式会社横浜銀行

株式会社山口フィナンシャル
グループ
株式会社琉球銀行
その他 2 社（五十音順）

●機関投資家、事業会社等
アイザワ・インベストメンツ
株式会社
岩井コスモ証券株式会社
株式会社
AGS コンサルティング

株式会社アグレックス

アンリツ株式会社

岩崎電気株式会社

株式会社インタースペース

SCB 10X Co.,Ltd.

SBI 生命保険株式会社

SBI 損害保険株式会社

SBS ホールディングス株式会社

岡崎通運株式会社

岡地証券株式会社

株式会社オセアグループ

オリエンタル白石株式会社

株式会社 MBS メディア
ホールディングス
株式会社奥村組
株式会社
オリエントコーポレーション

オリコン株式会社

関西テレビ放送株式会社

Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 共立ホールディングス株式会社

木村証券株式会社
株式会社クロス・
マーケティンググループ

グローリー株式会社

株式会社建設技術研究所

興和株式会社

株式会社サイネックス

ＪＡ三井リース株式会社

株式会社証券ジャパン

昭和機械商事株式会社

株式会社新生銀行

住友生命保険相互会社

住友不動産株式会社

セガサミーホールディングス
株式会社
綜合警備保障株式会社

セントラル警備保障株式会社

光世証券株式会社
株式会社サンマルク
ホールディングス

セントラルフォレストグループ
株式会社

ソフトバンクグループ株式会社

ソフトバンク株式会社

株式会社ソルクシーズ

SOMPO Light Vortex 株式会社

第一生命保険株式会社

Taiwan Life Insurance Co.,

株式会社ダイセキ環境ソリュー

Ltd. (CTBC Group)

ション

株式会社大和証券グループ本社

株式会社タカハタ

株式会社 TAKARA&COMPANY

竹田印刷株式会社

株式会社丹青社

中部電力株式会社

株式会社 DTS

株式会社テクノスジャパン

株式会社電通国際情報サービス

（ALSOK）

店舗流通ネット株式会社

東急不動産ホールディングス
株式会社

太陽ホールディングス株式会社

東邦瓦斯株式会社

東朋テクノロジー株式会社

東洋証券株式会社

株式会社トクヤマ

凸版印刷株式会社

株式会社トーハン

トランコム株式会社

株式会社ナック

株式会社ネクシィーズグループ

NIPPON EXPRESS ホールデ
ィングス株式会社
農林中央金庫

日本政策投資銀行グループ
野村不動産ホールディングス
株式会社

Vertex Fund of Funds (II) Pte.
パイプドＨＤ株式会社

Ltd.

日立造船株式会社

（Vertex Holdings）
BEENOS 株式会社

廣田証券株式会社

フクシマガリレイ株式会社

株式会社マイナビ

松井証券株式会社

株式会社みずほ銀行

株式会社みずほ証券

株式会社三井住友銀行

三井住友信託銀行株式会社

三菱倉庫株式会社

水戸証券株式会社

北陸電力ビジネス・インベスト
メント合同会社

株式会社ミンカブ・ジ・

株式会社ムサシ

むさし証券株式会社

明治安田生命保険相互会社

名南 M&A 株式会社

インフォノイド
株式会社村田製作所

Eugene Investment &

株式会社雪国まいたけ

Securities Co., Ltd.

豊トラスティ証券株式会社

ユーピーアール株式会社

株式会社レスター

株式会社ロイヤリティ

ホールディングス

マーケティング

渡辺パイプ株式会社

綿半ホールディングス株式会社

豊証券株式会社
株式会社リコー
株式会社ワキタ

そ の 他 52 社 （ 五 十 音 順 ）
以上
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本プレスリリースに関するお問い合わせ先：
【報道機関からのお問い合わせ先】
SBI ホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126
【本ファンドに関するお問い合わせ先】
SBI インベストメント株式会社 営業企画部 03-6229-0127

