
公募システム入力項目

事業内容: No. 20190709-0021
団体情報: 団体名 ティーエスアイ株式会社
団体情報: 設立年月日 2018/6/1
団体情報: 団体の種類 株式会社（有限会社を含む）
団体情報: 法人格取得年月日 2018/6/1
団体情報: 代表者 役職 代表取締役
団体情報: 代表者 氏名 徃西裕之
団体情報: 〒 604-8206
団体情報: 住所 京都市中京区新町通三条上ル町頭町112番地
団体情報: TEL 075-257-5715
団体情報: Email info@tsi-japan.com
団体情報: ウェブサイト https://tsi-japan.com/
団体情報: 過去3年以内に非営利組織評価セン
ター（JCNE）による評価を受けていますか

④受けていない

団体情報: 上記で①、②を選択した場合、コチ
ラに対象URLを入力してください
団体情報: 理事（人数） 0
団体情報: 評議員・社員（人数） 0
団体情報: 監事（人数） 0
団体情報: 監事のうち公認会計士または税理士
（人数）

0

団体情報: 事務局職員 常勤有給（人数） 0
団体情報: 事務局職員 常勤無給（人数） 0
団体情報: 事務局職員 非常勤有給（人数） 0
団体情報: 事務局職員 非常勤無給（人数） 0
団体情報: 正会員 個人会員（人数） 0
団体情報: 正会員 団体会員（人数） 0
団体情報: その他 個人会員（人数） 0
団体情報: その他 団体会員（人数） 0
団体情報: ボランティア（前年度人数） 0
団体情報: 寄付（前年度件数） 0

団体情報: 組織概要（400字以内）

ティーエスアイ（TSI）は新設会社ですが、歴史は古く、下段のメモと様式②
の最後尾に付録として経緯を記載していますので参照ください。 当社は
Incufirm社の重要な子会社の一つですが、グループ会社のミッションである
SDGs、企業の社会的責任・社会的投資を掲げて業務を行っています。TSIのス
ローガン「産学連携でニュービジネスを」に示されるごとく、元々大学や研究
所の知財・技術を産業化するという大きな目標を掲げつつ、ベンチャー企業を
対象に以下の業務を行っています。 ―投資ファンドの運営 ―ベンチャー企業
への資金調達支援その他コンサルティング ―事業承継アドバイザリーサービス
―M&Aアドバイザリーサービス ―自己投資業務 役職員は大半が、10年以上の
投資業務の経験者であり、出来たばかりのシード・アーリーステージの企業を
主な対象としています。シード・アーリー段階のベンチャーはヒト、モノ、カ
ネのどの要素も不足し、外部からの支援を最も必要としている企業だからで
す。
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団体情報: 助成事業の実績（800字以内）

１．助成をした実績 TSIは一民間の株式会社ですので、TSIから第三者に金銭
的助成の経験はありません。 しかし、投資・コンサルティング会社として、投
資をした会社への無報酬での経営相談は通常の業務として行っています。これ
は仮に投資が無ければ、役務の対価として報酬を伴うものを無報酬で行ってお
り、一つの助成です。 ２．助成を受けた実績 官公庁、地方公共団体からの受
託・コンサルティング等多数あります。以下は主なもののみを記載します。 a)
文部科学省（科学技術振興機構：JST） グループ会社の日本戦略投資(株)(JSC)
が2013年より5年間、更に2019年よりJSCとTSIが共同で事業プロモーターとし
て採択され、向こう5年間の活動費の助成を受けることになりました。大学や
研究所からの新しい産業化に有用になると思われる技術を向こう3年間で事業
化することを目的としています。 b) 株式会社ツクリエ（グループ会社の一つ
で、2018年5月末までテクノロジーシードインキュベーション(株)の子会社）
はインキュベーション施設の運営を主な業務としていますが、以下の施設は地
方公共団体より受託運営しています。 1) 東京都 スタートアップハブ東京、
及び東京コンテンツインキュベーションセンター 2) 川崎市 創造の森 （共
同運営受託) 及び川崎市-NEDO K-NIC Innovation Center 3) 神戸市 「神
戸起業操練所」 4) 京都市 「京都クロスメディアクリエイティブセンター」
5) 沖縄県 「嘉手納町マルチメディアセンター」 6) 愛知県 「スタート
アップキャンプ2019」 7) つくば市 インキュベーション施設受託運営決定
（2019年10月~） c) その他 ― 経済産業省 東北地方自動車産業実態調査の
受託 ― モノづくり補助金 等多数 尚、下記の前年度の助成件数と助成総額
はグループ全体（TSI(株)、(株)ツクリエ、Incufirm(株)を含む）の合計数字で
す。

団体情報: 前年度の助成件数（件） 10
団体情報: 前年度の助成総額（円） 344900427
団体情報: 決済責任者（常勤/非常勤）
団体情報: 決済責任者 役職
団体情報: 決済責任者 氏名
団体情報: 経理担当者（常勤/非常勤）
団体情報: 経理担当者 役職
団体情報: 経理担当者 氏名
団体情報: 通帳管理者（常勤/非常勤）
団体情報: 通帳管理者 役職
団体情報: 通帳管理者 氏名
団体情報: 年間決算の監査を行っていますか？ ②外部監査で実施
団体情報: 上記で ③その他で実施 を選んだ場
合はコチラに記述してください
団体情報: 必要な会計帳簿が備え付けられてい
る

はい

団体情報: 業務別に区分経理ができる体制であ
る

はい

団体情報: 関連する情報（複数選択可） 民間企業との連携がある; 他のセクター・団体との共創・協働
団体情報: 3年前 年度（西暦） 2016
団体情報: 3年前 年度期間（開始） 2016/4/1
団体情報: 3年前 年度期間（終了） 2017/3/31
団体情報: 3年前 総額（円） 775983165
団体情報: 3年前 会費（円） 0
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団体情報: 3年前 自主事業（円） 507263628
団体情報: 3年前 寄付金（円） 0
団体情報: 3年前 受託事業（円） 268719537
団体情報: 3年前 国・地方公共団体からの助成
金/補助金（円）

0

団体情報: 3年前 民間からの助成金（円） 0
団体情報: 3年前 その他（円） 0
団体情報: 2年前 年度（西暦） 2017
団体情報: 2年前 年度期間（開始） 2017/4/1
団体情報: 2年前 年度期間（終了） 2018/3/31
団体情報: 2年前 総額（円） 1016365927
団体情報: 2年前 会費（円） 0
団体情報: 2年前 自主事業（円） 722864662
団体情報: 2年前 寄付金（円） 0
団体情報: 2年前 受託事業（円） 293501265
団体情報: 2年前 国・地方公共団体からの助成
金/補助金（円）

0

団体情報: 2年前 民間からの助成金（円） 0
団体情報: 2年前 その他（円） 0
団体情報: 1年前 年度（西暦） 2018
団体情報: 1年前 年度期間（開始） 2018/6/1
団体情報: 1年前 年度期間（終了） 2019/3/31
団体情報: 1年前 総額（円） 24695237
団体情報: 1年前 会費（円） 0
団体情報: 1年前 自主事業（円） 24695237
団体情報: 1年前 寄付金（円） 0
団体情報: 1年前 受託事業（円） 0
団体情報: 1年前 国・地方公共団体からの助成
金/補助金（円）

0

団体情報: 1年前 民間からの助成金（円） 0
団体情報: 1年前 その他（円） 0
団体情報: 今年度 収入見込み総額（除休眠預金
円）

28620154

団体情報: 今年度 会費（円） 0
団体情報: 今年度 自主事業（円） 23265154
団体情報: 今年度 寄付金（円） 0
団体情報: 今年度 受託事業（円） 5355000
団体情報: 今年度 国・地方公共団体からの助成
金/補助金（円）

0

団体情報: 今年度 民間からの助成金（円） 0
団体情報: 今年度 その他（円） 0
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団体情報: メモ

TSIは昨年設立された新設会社がですが、元々は2002年に京都大学のOBが発起
人となって設立された会社で、当時はテクノロジーシードインキュベーション
株式会社(TSI)と呼ばれていました。大学発の知財やノウハウを社会に役立てる
ために設立した会社ですが、当時TSIの子会社には1) イオンテクノセンター
株式会社(半導体の試作会社) 2)株式会社ツクリエ(インキュベーションオフィ
スの運営等を行う会社)、その他持分法適用会社がありましたが、2018年6月に
TSIの社名をイノベーションファクトリー株式会社に社名変更し、更に同時に
その子会社としてティーエスアイ(株)を新設し、旧TSIの本体の単体業務を新
TSIに移管したものです。 従って、新設1期目のTSIのみでは過去の業務の実態
が反映されず、直近を除き業績数字は総て連結の数字で示しています。 さら
に、イノベーションファクトリー(株)を今年社名変更し、Incufirm(株)としま
した。今後、持ち分法適用会社他を傘下にぶら下げて2019年度末には一つの包
括したグループ会社として出直す予定です。（https://incufirm.com）その持
株会社のミッションはSDGsを掲げて前進する予定で、2022年を目処に上場を
計画しています。 ■役員・従業員数 取締役 5名 監査役 1名 従業員
10名 業務委託社員 15名 ■ティーエスアイ株式会社 設立が2018年6月1日の
ため、前年度の売上は2018年6月1日～2019年3月31日までの売上です。

申請事業 分類1 ③ソーシャルビジネス形成支援事業
申請事業 分類2
申請事業 分類3
申請事業名 主題（15字以内） ソーシャルインパクト支援事業
申請事業名 副題（任意・30字以内）
助成希望期間 3年
助成金申請額（円） 200000000

優先的に解決すべき社会の諸課題（複数選択
可）

④【分野2】働くことが困難な人への支援; ⑤【分野2】社会的孤立や差別の解
消に向けた支援; ⑥【分野3】地域の働く場づくりの支援; ⑦【分野3】安心・安
全に暮らせるコミュニティづくりへの支援; ⑧その他

その他 を選んだ場合はコチラに記述してくだ
さい

申請事業の概要にもある通りSDGsに該当する社会的に有益な案件

申請事業の概要（300字以内）

申請者は事業活動の基礎にSDGsを置いています。国連で採択された17の項目
に合致することで、収益性が期待できるものであれば、取り上げることを基本
としています。TSIとそのグループ企業は海外事業も行っていますが、本事業
に関する限り、地理的には日本国内に限定します。 SDGsの17の分類のうち、
主に取り上げる活動分野は下記となります。 ３．すべての人に健康と福祉を
７．エネルギーをみんなに そしてクリーンに ８．働きがいも経済成長も
９．産業と技術革新の基盤をつくろう 13．気候変動とその影響に立ち向か
うため、緊急対策を取る 15．陸の豊かさを守ろう
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