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チューリンガム株式会社_概要

ブロックチェーン技術や暗号理論を用いたR＆D、システム受託開発、アプリケーション開発、暗号資産開発を実現するス
タートアップ企業です

商号 チューリンガム株式会社

本社所在地 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目７神田カドマチ２階

創業・設立 2019年（令和元年）6月7日

資本金 5,150万円

決算月 12月

代表者（役職） 三瀬修平（代表取締役・CEO）

役員構成 橋本欣典（取締役・COO）・他１名

事業内容

1. コンピューターソフトウェア・アプリケーションに関する研究開発、及びこれらに関する製品の製造、販売並びに
役務の提供

2. ブロックチェーンに関する研究開発及びこれらに関する製品の製造、販売並びに役務の提供
3. 各種研修・セミナーの企画及び運営
4. 人材派遣業
5. インターネットウェブサイト、ウェブコンテンツ等各種メディアの企画及び運営
6. ＩＴ技術に関する教育および教材販売
7. 前各号に付帯するコンサルティング業務
8. 前各号に付帯する一切の業務



チューリンガム株式会社_ビジネスモデル

暗号資産に知見のあるメンバーによる調査・研究から、事業のプロトタイプの構築、案件として受注、その開発から実行に
いたるまで一貫してサービス提供できる体制を有する

サービス提供体制を支えるマネジメントやマーケティング、法務・人事にも高度な専門家を配置

研究・調査

豊富な
知識と経験

プロトタイプ
の作成

案件の受注

サービス着想

受託開発

プロダクトの提供

コンサルティング

主活動

支援活動

資金調達

マーケティング・法務

人事・外部委託管理

全般管理（インフラストラクチャー）

利

益



チューリンガム社の魅力（１／４）

創業メンバーである橋本氏を中心に、暗号資産交換業における開発経験・ビジネス経験を持った優秀な人材が集っている

金融機関出身の三瀬氏が加わり、企業全体のマネジメントを推進。橋本氏を中心に各エンジニアたちが高いモチベーション
にてプロジェクトに関わる環境、チームの存在

三瀬修平
チューリンガム株式会社／CEO

（強み）
• 金融機関に勤めていた時代に培ったビジネス遂行能力と語学力でビジネス

アイデア策定から資金調達までをこなす
• ブロックチェーンのビジネスへの応用についても熟知

橋本欣典
ハンドルネーム／KanaGold（*カナゴールド）
チューリンガム株式会社／COO

（強み）
• ビジネスアイデアの策定からマネタイズまで完遂する
• 優秀なメンバーの採用やチーム編成も得意



チューリンガム社の魅力（２／４）

暗号資産に多面的に強いメンバーを擁して、さまざまな将来性・収益機会のあるプロックチェーン技術を応用したプロジェ
クトに特化しているのが強み

当社との経営統合にて、自らの強みにて事業機会に集中することが可能になり、事業成長にいっそうの推進力が期待できる

Strength

• 暗号資産および金融知識・経験を有するメンバー
• 優秀なエンジニア、リサーチャー、ビジネスパーソン
• 暗号学・数学の学術的な知識
• 日本のクリプト業界における知名度
• 実際にプロジェクトを行うことで培った、クリプトのビジネス感

覚・相場感

Opportunity

• 暗号資産の価格の上昇、世間的な認知度向上
• ブロックチェーン、スマートコントラクトの活用の広がり
• Layer２、サイドチェーンなどの安価なブロックチェーンの台頭
• Bitcoin ETFなどの金融商品のSEC認可
• 一部の国家にてクリプトアセットの積極的活用（例：エルサルバト

ル）

Weakness

• 日本の一般市場における知名度
• 新しい組織体制による業務の執行

（具体的に模倣できるケースがないこと）
• グローバル人材の不足
• ダイバーシティの欠如
• 財務基盤の脆弱性

Thread

• SECをはじめとした金融監督機関による監視・規制強化
• マネーロンダリング、ハッキング、詐欺などによるイメージの悪化、

世間的な利用の控え
• グローバル化に伴う世界的なシェアの奪い合い（とくに人材）。日

本はガラパゴス化で世界の差が急速に拡大
• 税制（税率の向上、課税イベントの増加）



チューリンガム社の魅力（３／４）

システム開発等の受託開発やトークンの開発・上場・売買に至る総合的なコンサルティングといった収益の柱となるプロ
ジェクト／プロダクト開発が稼働中

今後の新たな領域として、ゼロ知識証明や秘匿計算技術に関する研究開発にも着手

スマートコントラクト開発

受託型開発

プロトコル設計

トークンの価値向上
に関する支援

ブロックチェーンを活用する
事業へのコンサルティング

トークンの設計変更
の開発支援

ゼロ知識証明
の研究開発

暗号学や秘匿計算技術
に関する研究及び開発

秘匿計算技術に関する
研究・論文作成

サービス概要 バリューチェーン

• DApps案件におけるスマートコントラ
クト部分の開発・実装

• 分散ネットワーク上でコンセンサスを
提供する方法などの設計開発

• ホワイトペーパーの作成支援
• その開発実装

• 既に発行されているトークンの価値向
上を狙った設計変更から再開発

• 事業化
• Ethereumのスケーラビリティへの

利用研究

• アカデミックへの参画、共同研究
• 基礎研究

暗号資産交換業

金融業

海外プロジェクト

発行体①

発行体②

TG社
準委任契約による開発支援

受託開発契約による開発支援

TG社 トークン開発プロジェクトの支援

TG社

自社サービスに活用可能な
トークンの発行支援

自社サービスに活用可能な
トークンの発行支援

TG社 発行体③既に発行されているトークンの
価値の再向上

TG社
レイヤー２
プロジェクト

秘匿計算領域のプロダクト開発

TG社
クリプト
コミュニティ

先行研究の調査
有識者とのセッション

*TG社は、チューリンガム株式会社



チューリンガム社の魅力（４／４）

2021年12月30日の効力発生を予定とし、株式会社SEVENTAGE（本社：東京都世田谷区、代表取締役：丸山将旭 以下、
「SEVENTAGE」といいます。）を株式交付により子会社化

自らの暗号資産およびトークンマーケティングのリソースを活用しながらSEVENTAGEを支援し、互いの企業価値向上を促
していく方針

商号 株式会社SEVENTAGE

本社所在地 東京都世田谷区三軒茶屋2-19

創業・設立 2019年（令和元年）10月3日

資本金 19,325,274円（*2021年9月30日時点）

決算月 9月

代表者（役職） 丸山将旭（代表取締役社長）

従業員数 ６名

事業内容
1. NFTゲームの開発・運営
2. その他の開発業務受託

主要製品・サービス
• 激闘体験型ブロックチェーンゲーム「RPGCHOJO –CryptoGirlsArena-」



（参考）株式交換スキームを用いたM&Aの概要

株式会社クシム株式会社SEVENTAGE チューリンガム株式会社

未上場未上場

①株式交付

②子会社化

効力発生日：2021年12月30日（予定）

③株式交換

④子会社化
（100％）

社内意思決定：2021年12月20日
株主総会決議：2022年1月27日
効力発生日 ：2022年3月2日（予定）

1. クシムは、株式交換によりチューリンガムを100％子会社化
株式交換親会社：クシム
株式交換子会社：チューリンガム

2. チューリンガムは、その前段階で株式交付によりSEVENTAGEを子会社化
株式交付親会社：チューリンガム
株式交付子会社：SEVENTAGE



事業成長性_チューリンガム社／セブンテージ社）

チューリンガム及びSEVENTAGEの2022年12月期〜2025年12月期の財務予測は下記の通り

2025年12月期の各指標が減少している理由は、予測期間が長期である、かつ、両社がR&D企業であることから、収益の実現
可能性が評価可能なプロジェクトに限定して事業計画に反映。適切なストレスをかけている
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2022年10月期は中期経営計画の最終年度

業態のトランスフォームを力強く推進

ビジョン・中期経営目標の達成

積極的に成長投資／事業規模を拡大 組織基盤／人材採用の強化
１ ２

M&Aを積極展開 既存事業の自律成長
ストラクチャー

の最適化
人材の確保
人材への投資

FY21の上期に実行完了
ターゲットは高度人材
ブロックチェーン領域に継続投資

（参考）FY21.Q2決算説明会資料

チューリンガム株式会社
株式会社SEVENTAGE

選択と集中



なぜ、業態の転換を図るのか？

当社は創業からの10年は、企業向けeラーニングサービスや研修事業の請負に取り組み、時代の変化に適応しながら企業や組
織の発展とともにに着実に成長してきた。しかし、創業から10年目を境に、祖業の競争環境は苛烈を極めていき、成長性も
乏しい

今日の社会環境は大きく変化し、私たちは、未来を見据えた経営のあり方、自らの業態を積極的に転換する必要がある

旧来の
製造業モデル

旧来の
金融業モデル

現代的な
製造業モデル

高度サービス業

現代的な
金融業モデル

次世代型
製造業モデル

第四次産業革命的
サービス業

次世代型
金融業モデル

時間の流れ

★

2000年前後

祖業が最適解だった時代

★ クシムが向き合っていく時代

2020年以降

・垂直統合など

・メインフレーム
・利ざやを収益源

・水平分業など

・分散化
・利便性の高いUI/UX
・データが収益源

・ブロックチェーンの応用等
・利便性の高いUI/UX
・データが収益源

・再生可能エネルギーなど

・R&Dが重要
・自律型モデルなど

・高度なIT人材の需要増など

相互に連携

相互に連携

相互に連携

相互に連携

（出所）実日フォーラム対談野口悠紀雄（４）より抜粋



では、どうすべきか？ - 業態転換へ経営資源を積極的に活用

チューリンガム／SEVENTEGEと経営統合し、ブロックチェーン領域に経営資源をシフト

これからの社会環境の変化に対応し、日本のクリプト業界を代表するブロックチェーンサービスカンパニーへ

これまで
（FY19.10月〜FY20.10月）

LMS
eラーニング

SES
受託開発

その他ソフトウェア

M&Aにて獲得

これから
（FY21.10月〜未来へ）

• ブロックチェーン分野
の有望なスタートアッ
プと提携

• 暗号資産投融資
• 暗号資産交換所Zaif

との連携強化
• FLOCより事業取得

ブロックチェーン領域に特化した
HR（教育（含む、投資教育）・キャリア形成）にシフト

• 優秀なエンジニアの次なるキャリア形成を支援
• クリプト分野への転職や教育コンテンツの提供、投資教育を支援するメ

ディア運営に注力

ブロックチェーン領域のR&Dから開発まで一気通貫した
体制を構築

• ブロックチェーン領域のテーマに対する基礎研究
• グローバルなプロジェクトにもリーチし、先進的なプロダクトやプロジェ

クトを積極的に扱っていく



では、どうすべきか？ - Mission・Vision・Brand Conceptを再定義

日本のクリプト業界を代表するブロックチェーンサービスカンパニーへ

自らのミッション・ビジョン・ブランドを再定義

Mission

Vision

Brand Concept

• ブロックチェーン技術の社会実装を推進し、その普及に貢献する

• ブロックチェーン技術の有用性を正しく伝え、
私たちの社会における、次なる「産業の米（コメ）」にする

• 優秀なエンジニアのブロックチェーン技術に関する知識の取
得を通じて、その育成を支援する

• ブロックチェーンといえばクシム



では、どうすべきか？ - 報告セグメントも変更

FY22.10月期より、報告セグメントも変更

従来の報告セグメント 今期からの報告セグメント

• 法人向け学習管理システム「SLAP」「iStudy LMS」
• 各種研修講座・サービス
• eラーニングコンテンツ

• 有料職業紹介サービス「iStudy Academy」
• 高度IT人材技術者の育成、並びに紹介・派遣事業
• フリーランス・マッチング事業

Eラーニング事業

アカデミー事業

• 先端IT技術を適用するシステムの受託開発
• 先端IT技術の社会実装を目的とする受託研究
• 経営および各種コンサルティング
• 投融資事業

インキュベーション事業

• 先端IT技術を適用するシステムの受託開発
• 先端IT技術の社会実装を目的とする受託研究
• ブロックチェーン技術の基礎研究
• ブロックチェーン技術に関する教育コンテンツの開発と

販売

• 法人向け学習管理システム「SLAP」「iStudy LMS」
• 各種研修講座／eラーニングコンテンツ
• 有料職業紹介サービス「iStudy Academy」
• 高度IT人材技術者の育成、並びに紹介・派遣事業
• フリーランス・マッチング事業
• SES事業およびシステムの受託開発

ブロックチェーンサービス事業

システムエンジニアリング事業

• 経営および各種コンサルティング
• 投融資事業

インキュベーション事業



では、どうすべきか？ - 事業ポートフォリオを再編

事業の成長性と採算性から、事業ポートフォリオの選択と集中を図る

ブロックチェーン × メタバース といった成長分野にも目を向け、積極的に経営資源を投下していく

事業採算性
低 高

事
業
成
長
性

低

高

これまで
（FY19.10月〜FY20.10月）

事業採算性
低 高

事
業
成
長
性

低

高

これから
（FY21.10月〜未来へ）

☆eラーニング（研修）

☆スタジオ事業（*事業撤退）

☆eラーニング（SLAP）

☆eラーニング（LMS）

☆アカデミー（SES）

☆アカデミー（受託開発）

☆アカデミー（ケアオンライン）

☆eラーニング（ソフトウェア販売）

☆インキュベーション（暗号資産運用他）

☆インキュベーション
・暗号資産運用
・投資先のバリューアップとEXIT

☆ブロックチェーンサービス
・受託開発
・コンサルティング
・R&D

☆eラーニング（SLAP）

☆eラーニング（ソフトウェア販売）

マネタイズに挑戦

☆システムエンジニアリング
・SES
・受託開発
・ソフトウェアの運用・保守

メタバースを追い風に挑戦

☆eラーニング（研修）

☆eラーニング（LMS）



では、どうすべきか？ - ブロックチェーンサービス事業

成長性のある国内・海外プロジェクトに参画
秘匿計算領域のプロダクトを開発・ローンチする

国内の暗号資産交換所へのトークンIEOの支援
国内事業者のトークン組成から海外上場の支援

チューリンガム／SEVENTAGEとの経営統合にてユニークなビジネスモデルを形成

暗号資産交換所Zaif Exchange とのパートナーシップも活用し、本ビジネスを積極的に展開する

NFT /メタバースといったブロックチェーン技術と親和性のある分野のプロジェクトにもチャレンジ



では、どうすべきか？ - システムエンジニアリング事業

ユーザ企業 SIer

専門業者
・ソフト開発
・インフラ
・セキュリティ

スピード

下請け

内製化 提案力 技術力 価格

･フルスタック型
･ビジネス思考

･DX人材
･コンサル

･専門性
･ビジネススキル

･根性

マーケット

クシムグループ

業界構造

下請けポジションであるSESからは脱却

ゼロ次開発・自社プロダクトのオンプレ開発・保守運用など、高マージンのプロジェクトを受注できるポジションにシフト



では、どうすべきか？ - インキュベーション事業

調達した資金をテコに、シナジーが見込める事業体に出資や純投資、暗号資産の投融資にて総資産を拡大

出資先や対象プロジェクトへのコンサルティングなど、ハンズオンにで価値向上を図っていく

全体戦略

株式会社クシム

自律成長 M&A

相乗効果

ポートフォリオ企業（連結子会社）

M&A 自律成長

相乗効果

効率的
資源配分

効率的
資源配分

ブロックチェーン領域に集中
買収案件やプロジェクトの選定

暗号資産の選定

相乗効果

グループ資産総額（*時価換算）の最大化



人材の確保／人材への投資

グループ経営に移行したことをきっかけに、多様性ある組織づくりに着手。３つの「G」を大切に、異な
る価値観の者同士が交流し、成長できる組織環境を準備します

連結構成員数（〜FY21.10）｜ 6０名超

Gender
（性別）

Generation
（世代）

Geography
（国籍）

• 倫理観あるビジネス・
パーソンを採用

• さまざまな世代が交流

• 人生100年時代が到来
一緒に働く世代の幅は
より拡がる傾向を許容

• 国籍（や文化）は異
なるも、プログラミ
ング言語は共通

• エンジニア同士が交
流が促される組織デ
ザイン



目次

１ チューリンガム株式会社の完全子会社化に関する
株式交換契約締結に関して

2 当社グループの今後の事業方針

３ さらなる企業価値の向上を目指して



企業価値向上への道筋

企業価値は2022年に230億円超と大きな飛躍を目指し、積極的な資本政策を展開します

2025年

VISION
目指す姿

2019年

2022年

企
業
価
値

起点（計画）

2019年10月期

• 売上高 7.45億
• 営業利益 0.65億

EVは30億円〜

最終年度（計画）

2022年10月期

• 売上高 30億
• 営業利益 7.72億

EVは230億円〜

日本を代表する
ブロックチェーンサービスカンパニー

私たちが目指す、未来の姿

（年月）



中期経営目標

私たちは中期経営目標を目指してまいります

中期経営目標

売上高： 2022年10月期 30億円以上 を達成

営業利益： 営業利益率は 15%以上 を達成

当期純利益： 当期純利益率は 10%以上 を達成

時価総額： 2022年10月期 230〜300億円規模
配当方針： 株式の価値増加を最優先課題としつつ、自己株式と配当総額の

合計を勘案して利益還元を図るとともに、安定した配当を継続す
ることを基本方針といたします

株主還元： 株主の皆さまのご支援にお応えすることを目的として、株主優待
制度を実施してまいります
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ご清聴ありがとうございました

*当資料は弊社ホームページにて掲載いたします



本資料の取り扱いについて

本書は、株式会社クシムに関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述を含みます。
これらの記述は、当社が本書の作成時点において入手した情報に基づき、本書の作成時点における予測等を基礎として
記載されています。

これらの記述のためには一定の前提(仮定)を使用しています。
これらの記述、または前提(仮定)は主観的なものであり、将来において不正確であることが判明したり、将来実現しな
い可能性があります。このような事態の原因となりうる不確実性やリスクに関する追加情報については、当社の決算短
信、有価証券報告書、ディスクロージャー誌、アニュアルレポート等をご参照ください。

本書における将来に関する記述は、本書の作成時点のものであり、本書の作成時点の後に生じた事情によりこれらの記
述に変更があった場合でも、当社は本書を改訂する義務は負いかねますのでご了承ください。

本書における当社以外の企業等にかかわる記述は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・ 適切性
等について、当社はこれを保証するものではありません。本書で使用するデータまたは表現等の欠落、誤謬、本書の使
用により引き起こされる損害等に対する責任は負いかねますのでご了承ください。

本書にかかる一切の権利は、株式会社クシムに帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であ
れ、当社の書面による承諾を得ずに複製または転送等を行わないようお願いいたします。
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END


