
 

 
2022 年 12 月 13 日 

株式会社刈田・アンド・カンパニー 
代表取締役社長 刈田直文 

 
株式会社 ROI の株式売却について 

 
株式会社刈田・アンド・カンパニー（以下「K&C」）は、K&C が運営する刈田・ROI 投

資事業有限責任組合が保有する株式会社 ROI（本社：東京都千代田区、以下「ROI」）の全

株式をＷＭパートナーズ株式会社（本社：東京都千代田区）が運営するＷＭグロース 5 号投

資事業有限責任組合へ譲渡いたしましたことをお知らせいたします。なお、この譲渡の後、

同組合から ROI の経営陣及び従業員へ、一部株式の譲渡が実行されており、同組合と ROI
の経営陣及び従業員がともに出資を行う MEBO（Management Employee Buy Out）の形

が取られております。本件譲渡実行後も経営陣は継続して ROI の経営にあたります。 

ROI は、国内最大級の顧客満足度向上プラットフォーム「ファンくる」を運営し、サービ

ス業の変革を下支えする SaaS 企業です。2006 年のサービス開始からこれまで累計 3,000
社以上の企業に活用いただいており、会員数は 130 万人以上、当サービスと提携する他社

サイトの会員を合わせると約 3,500 万人以上の方にサービスを利用いただいております。 

K&C は、2017 年 7 月の投資実行以降、ROI の企業価値向上のための支援を行ってまい

りましたが、EXIT の段階に入ったものと判断し、この度の譲渡を実行いたしました。 

なお、譲渡価格につきましては双方の合意により非開示とさせていただきます。 

以 上 
[本件に関するお問い合わせ先]  
株式会社刈田・アンド・カンパニー 
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-11-1 オランダヒルズ森タワーRoP  
TEL03-6413-0865 
inquiry@karitacompany.com 



 

 

 

December 13, 2022 

Karita & Company Inc. 

Naobumi Karita, President and Representative Director 

 

Sale of Shares in ROI Co., Ltd. 

 

Karita & Company Inc. (hereinafter “K&C”) announces that it transferred all of its shares in ROI 

Co., Ltd. (hereinafter "ROI", headquartered in Chiyoda-ku, Tokyo and owned by K&C-operated 

Karita & ROI Investment Limited Partnership) to WM Growth No. 5 Investment Limited Partnership 

(hereinafter “the Partnership”, headquartered in Chiyoda-ku, Tokyo and operated by WM Partners Co., 

Ltd.). Subsequent to this transfer, certain shares were transferred from the Partnership to ROI's 

management and employees, and both the Partnership and ROI's management and employees have 

MEBO (Management Employee Buy Out) rights to make equity investments. Even after the transfer, 

the ROI management team will continue to manage ROI. 

ROI is a SaaS company that supports transformation of the service industry and operates Fan Kuru, 

one of the largest customer-satisfaction enhancement platforms in Japan. Over 3,000 companies and 

35 million users (when the 1.3 million members and partner companies' members are combined) in 

total have used the service since it was launched in 2006.  

K&C helped improve the corporate value of ROI since making the investment in 2017, but decided 

it was time to exit the investment and execute the transfer. 

The transfer price will not be disclosed by mutual agreement of both parties 

 

For inquiries regarding this matter, please contact: 

Karita & Company Inc. 

Holland Hills Mori Tower RoP, 5-11-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 

TEL 03-6413-0865 

inquiry@karitacompany.com 

 




