
 

 

 

契約締結前交付書面 

（この書面は、金融商品取引法第３７条の３の規定によりお渡しする書面です。） 

 

この書面をよくお読み下さい。 

 

 

商号  ＦＵＥＬ株式会社 

住所  〒１５０－００４３ 

  東京都渋谷区道玄坂一丁目２２番９号 

  ＴＥＬ ０３－４５５０－１１４０ 

金融商品取引業者  

当社は、第二種金融商品取引業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりで

す。 

登録番号：関東財務局長（金商）第２１２３号 

 

○ 本書面は、お客様が株式会社シノケンオーナーズファンディング（以下「営業者」とい

います。）と匿名組合契約（以下「本匿名組合契約」といいます。）を締結し、営業者

に対する権利（以下「匿名組合出資持分」といいます。）を取得するにあたってご理解

していただく必要のある重要な事項に関する情報をご提供するものです。（なお、各用

語の定義については本契約締結前交付書面末尾の定義集をご覧ください。） 

○ 匿名組合出資持分の形態は、営業者が行う、本借入人に対する金銭の貸付け（当該貸付

けに係る借入金の使途が本借入人による不動産事業のための資金その他これに関連して

生じる費用等であるものに限ります。）にかかる事業（以下「本営業」といいます。）

を出資対象事業とする匿名組合出資です。 

○ 匿名組合出資持分に係る出資金の使途や営業者の本営業の収支の状況について、金融商

品取引法上の有価証券届出書等による開示は行われていないため、営業者から提供され

る情報に基づき、お客様自身でご判断頂く必要があります。 

○ 匿名組合出資持分は、元本が保証されていません。匿名組合出資持分は、本営業の収益

により、損失が生じるおそれがあります。 

○ 営業者又は本借入人の信用状況が悪化すると、営業者による配当金の支払いや出資金の

返還の全部又は一部がなされないおそれがあります。 

○ 匿名組合契約及び本貸付契約において、お客様が本貸付契約に関して本借入人（営業者

のグループ会社（貸金業法施行令第１条の２第６号イからハまでに掲げる会社等をいい

ます。）である本借入人を除きます。以下、この項目において同じです。）に対して直



 

 

接の接触をすること、及び本借入人が本貸付契約に関してお客様に対して直接の接触す

ることは、いずれも禁止されています。これに反し、お客様が本借入人と本貸付契約に

関して直接の接触をした場合には、お客様が貸付行為を行っているものと評価され貸金

業法に違反したものとされるおそれがあります。また、お客様が上記禁止事項に違反し

た場合には、匿名組合契約に基づき、分配・償還の一部停止又は匿名組合契約の解除そ

の他の措置を講じる場合があります。 

○ 匿名組合出資持分の取得に係る特性は、この書面に記載のとおりです。取得にあたりま

しては、特性をご理解頂き、匿名組合出資持分の取得に伴う法律上、税務上及び会計上

のリスクを自ら専門家に問い合わせるなどして十分ご検討の上、出資のご判断、及び決

定を行っていただくようお願いいたします。ご契約の際には、お客様の資力、投資目的

及び投資経験等に照らして、ご自身のご判断と責任において取引を行っていただきます

ようお願い申し上げます。 

○ 本書面に記載されていないその他の重要な情報については、当社の運営するホームペー

ジにて別途表示しておりますので、別途ご確認いただきますようお願いいたします。 

 

手数料など諸費用について 

匿名組合契約を締結される場合、お客様には出資金のみをお支払いいただきます。匿

名組合契約の締結に係る手数料はありません。 

営業者は、本営業における各計算期間の末日に、以下の計算に基づく報酬（以下「営

業者報酬」といいます。）を受領します。また、下記の算式の計算において、１円未

満の端数は切り捨てるものとします。 

 

「当該計算期間において約定利息のみが発生する場合」 

営業者報酬の金額＝a－c 

a＝本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額 

b＝運用利回り÷本貸付契約に規定する金利（年利）×本貸付契約に規定する条

件により計算した約定利息の金額 

c＝各匿名組合員について（b×本匿名組合員出資金÷匿名組合員出資金）として

算出した金額の合計 

 

「当該計算期間において遅延損害金及び約定利息が発生する場合」 

営業者報酬の金額＝a－c 

a＝本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息及び遅延損害金の金額 

b＝運用利回り÷本貸付契約に規定する金利（年利）×本貸付契約に規定する条

件により計算した約定利息の金額＋運用利回り÷本貸付契約に規定する金利

（年利）×遅延損害金 

c＝各匿名組合員について（b×本匿名組合員出資金÷匿名組合員出資金）として

算出した金額の合計 



 

 

 

「当該計算期間において遅延損害金のみが発生する場合」 

営業者報酬の金額＝a－c 

a ＝遅延損害金の金額 

b ＝運用利回り÷本貸付契約に規定する金利（年利）×遅延損害金 

c ＝各匿名組合員について（b×本匿名組合員出資金÷匿名組合員出資金）とし

て算出した金額の合計 

 

また、当社は、営業者より手数料を受領します。 

この他、営業者が本営業を行うために必要な業務を委託する契約に関する手数料、営

業者が本貸付契約に関して差し入れを受けた担保権（もしあれば）の実行に要する手

数料及び費用、営業者が本貸付契約に係る貸付債権の回収に要した費用、営業者が貸

付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者（以下「債権回収受託者」と

いいます。）にその回収を委託した場合に、当該債権回収受託者に対して支払うべき

手数料及び費用その他本営業の実施のために必要となる費用については、営業者が出

資金から支払うことになります。 

 

本営業への出資に関するリスク 

（１）金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるリ

スク 

・ 匿名組合出資持分の価値は、営業者が金銭の貸付けを行う本借入人に対する金銭

債権の価値に連動します。一般に、金利が上昇する場面においては、金銭債権の

価値が下がるため、匿名組合出資持分の価値も下がるおそれがあります。 

 

（２）匿名組合出資持分の流動性（換金性）の低さに伴うリスク 

・ 匿名組合契約は、営業者の本営業が終了するまで中途解約はできません。さら

に、匿名組合出資持分は、営業者の書面による事前の承諾がなければ、譲渡する

ことができません。お客様が匿名組合出資持分の譲渡を希望される場合、匿名組

合出資持分は流動性（換金性）が著しく低いため、譲渡代金が出資金を著しく下

回ることや、譲渡することができない可能性があります。 

 

（３）有価証券の発行者その他の者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生

ずるリスク 

・ 営業者の信用状況の悪化あるいは営業者が金銭を貸し付けた本借入人又は本借入

人の債務に係る保証人（もしあれば。なお、本営業においては、保証人による連

帯保証が付される予定はありません。）の信用状況の悪化等により、収益の配当

金や出資金の返還の支払いが滞ったり、支払不能が生じたりするリスクがありま



 

 

す。特に、本借入人は、本営業に係るもの以外の不動産（以下「他の不動産」と

いいます。）を取得して、当該他の不動産に係る事業のほかその他の事業を行う

場合があります。かかる場合において、当該他の不動産やその他の事業に起因す

る費用や損失（当該他の不動産に係る所有者責任に基づく損害賠償責任を含みま

す。）が発生又は増加する等し、本借入人の信用状況が悪化する等した場合、本

営業に係る収益の配当金や出資金の返還の支払いが滞ったり、支払不能が生じた

りするリスクがあります。 

・ 営業者は、本借入人に金銭を貸し付けるにあたり、本借入人の所有する不動産等

に担保権（抵当権、根抵当権又は質権をいいます。）を設定することがあります

（なお、本営業においては、これらの担保を取得する予定はありません。）。本

借入人からの返済が滞った場合、営業者は、担保権の実行により、貸付金の回収

を図ります。但し、不動産市況や賃料水準その他の経済的要因による不動産の価

値下落、土壌汚染等その土地に内在する瑕疵による不動産の価値下落、災害等の

外的要因による不動産の価値下落、賃貸借関係に係る紛争等に起因する不動産価

値の下落に伴う担保価値の下落により、営業者が本借入人に対する貸付債権の全

額を回収できない場合、お客様が営業者から受け取る金銭の額が出資金を下回る

おそれがあります。また、設定される担保権が根抵当権である場合、根抵当権は

元本が未確定であり、営業者が金銭の貸付先である本借入人との間で、貸借取引

その他の取引を行った場合には、当該取引に基づく債権も被担保債権の範囲に組

み込まれることとなる結果、担保としての価値が希釈化する可能性があります。 

・ 営業者は金銭の貸付先である本借入人から、売掛債権譲渡担保その他動産担保を

取得することがあります（なお、本営業においては、これらの債権担保・動産担

保を取得する予定はありません。）。本借入人からの返済が滞った場合、当該担

保に係る担保権の実行により、貸付金の回収を図ります。但し、担保価値の低下

や本借入人の信用力の低下により、本借入人に対する貸付債権が全額担保されな

い事態が生じた場合、お客様が営業者から受け取る金銭の額が出資金を下回るお

それがあります。 

・ 営業者による金銭の貸付けがノンリコースローンの場合、原則として、責任財産

が本借入人の事業から生じる収益その他当該事業に関して本借入人が有する財産

に限定されますので、当該事業に係る収入や当該財産の価値の低下により、本借

入人の金利の支払い又は元本の返済が滞った場合、お客様が営業者から受け取る

金銭の額が出資金を下回るおそれがあります。なお、本営業においては、営業者

による金銭の貸付けはノンリコースローンではありません。 

・ 本貸付契約において、元本の全部又は一部を期限前償還できるとされた場合にお

いて、本借入人が期限前弁済を行った場合、想定していた利息総額を営業者が得

られず、ひいては営業者が想定していた収益を得られない可能性があります。な

お、本営業においては、本貸付契約において、元本の全部又は一部を期限前償還

できるとされています。 



 

 

 

クーリングオフの適用について 

匿名組合出資持分の取得に関しては、金融商品取引法第37条の6（クーリング・オフ

制度）の規定の適用はありません。 

 

その他特に重要な事項 

・ ファンド成立下限について 

最初の計算期間の開始日の前日において、営業者に対する匿名組合契約の申込み

に基づき出資されるべき金銭の総額（募集期間終了後にやむを得ない事情により

応募額が減少した場合には当該減少後の総額をいいます。）が１０，０００円

（以下「ファンド成立下限額」といいます。）未満の場合においては、本匿名組

合契約は当然に終了し、成立しなかったものとします。 

・ 貸付先の借換えを想定していることについて 

営業者は、その事業計画において、本借入人による本貸付契約に係る債務の借換

えを想定しています。かかる借換えが生じる場合に想定される資金調達方法は、

営業者又は第三者からの新たな貸付となります。なお、本借入人がかかる借換え

を行えなかった場合には、営業者による本貸付契約に基づく貸付金の回収が困難

となる可能性があります。 

 

１．金融商品取引契約の概要 

お客様が営業者との間で締結することとなる契約は、商法第５３５条で規定される匿名

組合契約です。 

匿名組合契約とは、当事者の一方（匿名組合員）が相手方（営業者）の営業のために出

資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約するものであり、お客様と営業者が

締結することとなる匿名組合契約においては、お客様が匿名組合員、株式会社シノケンオ

ーナーズファンディングが営業者となります。 

お客様は、営業者と匿名組合契約を締結することにより、営業者を発行者とする匿名組

合出資持分を取得します。 

出資の対象となる営業は、営業者が、事業者（本借入人）との間で金銭消費貸借契約を

締結して、お客様から出資いただいた資金を本借入人に貸し付け、その返済及び利息の支

払いを受ける営業であり、金銭消費貸借契約及び当該契約上の一切の債務について本借入

人と連帯して保証することを約した保証人（もしあれば）との間の保証契約に基づいて本

借入人及び保証人が返済する貸付元本に係る返済金並びに（担保権が設定される場合）担

保権の実行により得られる回収金がお客様の出資金の返還原資となり、同様に本借入人及

び保証人が支払う支払利息又は遅延損害金から営業者が受けるべき一定の手数料を差し

引いた残額がお客様に対する利益分配の原資となります。 

ＦＵＥＬ株式会社（当社）は匿名組合出資持分の募集又は私募の取扱いを行います。 

 



 

 

２．手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関してお客様が支払うべき対価に関する

事項 

上記「手数料など諸費用について」記載のとおりです。 

 

３．金融商品取引契約に関してお客様が預託すべき委託証拠金その他の保証金等 

該当事項はありません。 

 

４．匿名組合契約に関する租税の概要 

出資者が個人（居住者）の場合、匿名組合員が匿名組合契約に基づいて営業者の営む事

業に係る重要な業務執行決定を行っているなど、組合事業を営業者とともに経営している

と認められる場合以外には、匿名組合契約に基づき営業者から受ける利益の配当は雑所得

になります。なお、出資者である個人（居住者）に対して現実に現金等による利益の支払

いがなされておらず、それが営業者に留保される場合であっても、本匿名組合契約により

配当を受けるべき利益の額を、各々の計算期間の末日の属する年において収入すべき金額

として所得金額の計算の基礎となる収入金額とします。一方、出資者である個人（居住者）

が負担すべき損失が生じた場合には、当該損失は匿名組合契約が終了するまでは確定して

いないことから、当該損失の負担金額を各々の計算期間の各種所得の計算上、必要経費に

算入することができません。 

出資者が法人（居住者）の場合、匿名組合契約に基づく営業について生じた利益の額又

は損失の額については、現実に現金による利益の配当を受け、又は損失の負担をしていな

い場合であっても、匿名組合契約により配当を受け又は損失を負担すべき部分の金額を

各々の計算期間の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。 

詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 

 

５．契約の終了 

 分配の完了による終了 

お客様と営業者が締結する匿名組合契約は、本借入人及び保証人（もしあれば）から

受領した本貸付契約の元本、支払利息、遅延損害金及びその他費用並びに（担保権が

設定される場合）担保権の実行により得られる回収金のお客様に対する分配を全て完

了した時点をもって終了します。なお、「分配を全て完了した時点」には、匿名組合

契約約款第16条第1項各号の場合を含みます。 

 破産手続開始決定による終了 

お客様と営業者が締結する匿名組合契約は、営業者が破産手続開始の決定を受けた場

合には、当然に終了します。 

 契約の解除による終了 

上述の終了事由にかかわらず、匿名組合契約約款第17条第1項各号の場合には、営業者

は、お客様に通知した上で、お客様と営業者が締結する匿名組合契約を解除すること

ができます。また、営業者とお客様は、相手方が匿名組合契約約款第19条第1項に規定



 

 

する暴力団員等に該当することが判明した場合等には、何ら催告することなく、匿名

組合契約を解除することができます。 

 

６．匿名組合出資持分の譲渡に関する制限 

匿名組合員（営業者の事前の書面による承諾を得て、匿名組合出資持分その他の匿名組

合契約上の地位又は権利義務の譲渡を受けた者を含みます。）は、匿名組合出資持分その

他の匿名組合契約上の地位又は権利義務を営業者の事前の書面による承諾なくして譲渡、

又は担保提供し、その他の処分をすることができません。 

 

７．当社の概要 

【当社】 

商号 ＦＵＥＬ株式会社 

登録番号 金融商品取引業者 

関東財務局長（金商）第 2123 号 

本店所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目 22番 9号 

代表取締役 細澤 聡希 

設立年月 平成 11年 7月 16日 

主な事業 第二種金融商品取引業 

資本金の額 金 148,627,785 円 

  

８．当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 

当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第 28 条第 2 項に規定する第二種金融商

品取引業であり、当社は、匿名組合出資持分の私募の取扱いを行います。お客様が当社を

通じて匿名組合契約の締結を行われる場合は、以下の方法によります。 

 お客様は、借入希望者（営業者に対して金銭の借入れを申し込んだ事業者をいいます。）

に対する貸付けに係る事業として組成された商品の中から、希望の条件に合致する貸付

事業（営業者が事業者に金銭の貸付けを行う事業をいいます。）に出資するための出資

申込手続を当社のホームページから行って頂きます。 

 お客様は、当社のホームページに沿って出資手続きを行って頂きます。 

 営業者は、借入希望者と金銭消費貸借契約を締結し、当該借入希望者（本借入人）にお

客様から出資を受けた金銭を貸し付け、本借入人から元本の返済及び利息の支払いを受

けます。 

 営業者は、計算期間毎に、本営業から生じた利益及び損失（必要経費その他の費用を含

みます。）を計算し、分配可能な現金がある場合には、下記の銀行預金口座にお振込いた

します。 

記 

銀 行 名：ＧＭＯあおぞらネット銀行 

支 店 名：法人第二営業部 



 

 

預金種類：普通預金 

口座番号：1017570 

口座名義：FUEL株式会社 投資家資金口 

 当社は、利益相反取引の管理のため、以下の措置を講じます。 

（１）当社のグループ会社への貸付事業を出資対象事業とする場合、及び、当社のグルー

プ会社からの貸付残高を有する者が出資対象事業における営業者（営業者からの委

託その他の法律行為に基づき営業者が行う出資対象事業の全部又は主要な業務を

実施する者を含みます。）となり、当社が当該出資対象事業の私募の取扱いを行い、

それによって調達した資金（以下「当社私募取扱調達資金」といいます。）をもって

当社のグループ会社からの借入金の元利の支払いに充当することを目的としてい

る場合、当社は、第二種金融商品取引業の業務は行わないものとします。 

（２）当社は、当社のグループ会社が出資対象事業の営業者（営業者からの委託その他の

法律行為に基づき営業者が行う出資対象事業の全部又は主要な業務を実施する者

を含みます。）となる金融商品取引法第２条第２項第５号に規定する集団投資スキ

ーム持分に係る私募の取扱いを行うに当たっては、当該グループ会社が以下の態勢

を備えていることを確認するとともに、これに該当しない場合には、当該私募の取

扱いを行わないものとします。 

① 当該グループ会社の取締役のうち、少なくとも１名は当社の取締役ではない者

であること。 

② 当該グループ会社が、当該集団投資スキーム持分を発行する意思決定を行うに

際し、少なくとも１名は当社及び当社のグループ会社と利害関係のない公認会

計士、税理士等を構成員とする合議体で意思決定を行うこと。 

③ ②の合議体における意思決定方法が、構成員の全会一致であること。 

（３）当社は、出資対象事業の営業者が行う取引の相手方が当社又は当社のグループ会社

である場合、以下の措置を講じるものとします。 

① 当社又は当社のグループ会社が、営業者から不動産等を取得する場合の価格は、

当社又は当社のグループ会社との間で利害関係を有しない不動産鑑定士による

鑑定評価額を下限とすること。但し、営業者が、入札等により複数の価格を比

較する方式で売却する場合で、当社又は当社のグループ会社が最も高い価格を

提示した場合にはこの限りではない。 

② 当社又は当社のグループ会社が、営業者へ不動産等を売却する場合の価格は、

当社又は当社のグループ会社との間で利害関係を有しない不動産鑑定士による

鑑定評価額を上限とする。 

（４）当社私募取扱調達資金の貸付先に対して、以下の措置を講じるものとします。 

① 私募の取扱いに係る業務委託契約、その他の当社又は貸付けを行っている当社

のグループ会社との間の契約において、当社私募取扱調達資金を、当社のグル

ープ会社からの借入金にかかる元利支払いに用いてはならないことが規定され

ていることを確認する。 



 

 

② 以下の事項をお客様に開示する。 

 ・当社のグループ会社からの借入残高がある旨 

 ・当社のグループ会社からの借入条件 

 ・当社私募取扱調達資金は、当社のグループ会社からの借入金の元利支払いで

はないこと 

 ・当社私募取扱調達資金をもって当社のグループ会社からの借入金の元利支払

いを行ってはならない旨が、私募の取扱いに係る業務委託契約、その他の当社

又は貸付けを行っている当該グループ会社との間の契約において規定されてい

る旨 

（５）当社又は当社のグループ会社とスキーム関係者との間に重要な契約（貸付型クラウ

ドファンディング事業のための私募の取扱いに関する業務委託契約を除きます。）

がある場合、当該契約の概要について、私募の取扱いに際してお客様に開示します。 

（６）当社又は当社のグループ会社と、スキーム関係者との間で資本関係がある場合（ス

キーム関係者が当社のグループ会社である場合を除きます。）、当該資本関係の概要

について、私募の取扱いに際してお客様に開示します。 

（７）当社又は当社のグループ会社が、不動産等の取引に係る媒介業務を行う場合、当該

媒介業務の概要について、私募の取扱いに際してお客様に開示します。 

（８）当社又は当社のグループ会社と貸付先が行う対象不動産等取引の相手方との間で重

要な契約若しくは取引又は資本関係がある場合、当該契約や取引の概要について、

私募の取扱いに際してお客様に開示します。 

 

９．お客様が当社に連絡する方法 

・住所  ：東京都渋谷区道玄坂一丁目 22番 9号 

・担当部署 ：業務部 

・電話番号 ：０３‐４５５０‐１１４０ 

・Email ：support@fuelgr.co.jp 

・電話受付時間：１０時００分から１７時００分まで（月～金（祝日等を除きます。）） 

 

１０．当社が加入している金融商品取引業協会及び対象事業者となっている認定投資者保

護団体の有無 

・加入している金融商品取引業協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会  

・対象事業者となっている認定投資者保護団体 

：特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC） 

 

１１．当社の第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 

当社は、お客様からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、ご理解を

いただくよう努めています。 

当社の苦情等の申出先は、次のとおりです。 



 

 

・苦情等の申出先：業務部 

・電話番号：０３‐４５５０‐１１４０ 

・電話受付時間：１０時００分から１７時００分まで（月～金（祝日等を除きま

す。）） 

・Email ：support@fuelgr.co.jp 

また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。 

① お客様からの苦情等の受付 

② 当社担当者からの事情聴取と解決案の検討 

③ 解決案のご提示・解決 

また当社は、当社が対象事業者となっている以下の団体を通じて苦情の処理及び紛争の

解決を図ります。お客様が、この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下

さい。 

・特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC） 

・住所  ：〒１０３-００２５ 東京都中央区日本橋茅場町２－１－１ 

・電話番号：０１２０‐６４‐５００５ 

・受付時間：月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

（但し、祝日（振替休日を含みます。）及び年末年始（１２月３１日～１月３日）を

除きます。） 

  



 

 

 

１２．出資対象事業持分の取引に係る契約に関する事項 

出資対象事業持分取引契約に関する事項 

出資対象事業持分の名称 アパートメントファンド 1号（東京王子）  

出資対象事業持分の形態 商法第 535 条に規定する匿名組合契約に基

づく匿名組合出資持分 

出資対象事業持分取引契約の締結の申込み

に関する事項 

(1) 当社は、借入希望者に対する貸付けに係

る事業として組成された商品に関する情

報を、当社のホームページに表示します。 

(2) お客様は、当社のホームページに設定さ

れた募集手続のためのページから、匿名

組合契約の申込みを行うものとします。 

(3) お客様の匿名組合契約の申込みを営業者

が承諾し、書面又は電磁的方法により、

営業者が当該申込みを承諾した旨の通知

をお客様にした場合には、お客様と営業

者との間で匿名組合契約が成立したもの

とします。 

(4) 募集期間の終了前であっても、匿名組合

契約の申込みに基づき出資されるべき金

銭の総額が募集総額に達したときには、

営業者は募集手続を終了するものとしま

す。 

(5) (3)にかかわらず、募集期間の終了まで

に、匿名組合契約の申込みに基づき出資

されるべき金銭の総額が募集総額に満た

なかった場合には、匿名組合契約が成立

しない場合があります。 

出資又は拠出をする金銭の払込みに関する

事項 

当社の預り金口座に預託されているお客様

の金銭をもって充当するものとします。同金

額のお振込に必要な銀行送金手数料はお客

様の負担とします。 

当社の預り金口座の詳細は以下のとおりで

す。  

銀行名：ＧＭＯあおぞらネット銀行 

支店名：法人第二営業部 

所在地：東京都渋谷区道玄坂１－２－３ 

預金種類：普通 



 

 

口座番号：1017570 

口座名義：ＦＵＥＬ株式会社 投資家資金口 

出資対象事業持分に係る契約期間 お客様と営業者との間の匿名組合契約の契

約期間は、匿名組合契約の締結日から、前述

の「５．契約の終了」に従い匿名組合契約が

終了するまでとします。 

出資対象事業持分に係る解約の可否 お客様と営業者との間の匿名組合契約につ

いては、お客様からこれを解約することはで

きません。 

損害賠償の予定（違約金を含む。）に関する定

め 

お客様が本借入人と直接の接触を行った場

合、お客様は、営業者に対して、匿名組合契

約約款第 15 条の 2 第 2 項に基づき違約金を

支払う義務を負います。 

出資対象事業に係る財産に対する顧客の監

視権の有無等 

お客様は、営業者に対して、商法第 539条に

基づき、営業者の業務及び財産の状況を確認

することができます。 

出資対象事業に係る財産の所有関係 本営業にかかる財産は全て営業者のみに帰

属します。 

顧客の第三者に対する責任の範囲 お客様は本匿名組合員出資金額の範囲内に

おいて、第三者に対する責任を負います。 

出資対象事業に係る財産が損失により減じ

た場合の顧客の損失分担に関する事項 

匿名組合出資持分に係る財産が損失により

減じた場合、お客様が保有する匿名組合出資

持分の割合に応じて損失を負担して頂きま

す（但し、お客様の出資金の額を限度としま

す。）。 

出資対象事業持分の内容 匿名組合出資持分の内容は、匿名組合契約に

基づく匿名組合員としての地位並びに当該

契約に基づく権利及び義務になります。 

 

出資対象事業の運営に関する事項 

出資対象事業の内容及び運営の方針 (1) 出資対象事業（本営業）は、営業者が、

本借入人との間で金銭消費貸借契約を締

結し、本借入人に金銭を貸し付け、営業

者が本借入人から、元本及び利息の支払

いを受ける事業です。 

(2) 営業者である株式会社シノケンオーナー

ズファンディングは貸金業法に基づく貸

金業の登録は受けていません。なお、本



 

 

借入人は、営業者である株式会社シノケ

ンオーナーズファンディングの親会社で

あるため、貸金業法上の貸金業には該当

しません。 

(3) 貸付について債務不履行等の状況が発生

した場合、営業者である株式会社シノケ

ンオーナーズファンディングは、貸付金

の回収の極大化に努めるものとします。

このとき、当該貸付先への貸付金につい

て担保物がある場合、原則として、貸付

金の本来の元本の返済時期を目途に担保

物を処分し、貸付金の回収を図ることと

します。但し、当該時期における担保物

の処分よりも貸付金の回収の極大化を図

ることができると合理的に認められる場

合にはこの限りではありません。 

(4) 当社は、集団投資スキーム持分の私募の

取扱い後も、自社で私募の取扱いを行っ

た出資対象事業の状況について、お客様

が投資したファンドの元本償還に影響の

ある事象が生じていないかどうか、少な

くとも 3 ヶ月に一度は、営業者に対して

確認を行うとともに、その内容を記録し

保管します。また、当社のホームページ

において、お客様が投資したファンドに

係る分配や元本償還の予定表が閲覧でき

るようにするとともに、元本償還に影響

のある事象が発生した場合には、関係す

るお客様に対して定期的にメールにて情

報提供を行います。 

組織、内部規則、出資対象事業に関する意思

決定に係る手続その他の出資対象事業の運

営体制に関する事項 

本営業の運営に係る体制の概要は以下のと

おりです。 

(1) 金銭の貸付業務に係る体制 

株式会社シノケンオーナーズファンディ

ングが当該業務を実施します。 

(2) 元本及び利息の回収業務に係る体制 

株式会社シノケンオーナーズファンディ

ングが当該業務を実施します。 



 

 

(3) 回収金の分配業務に係る体制 

株式会社シノケンオーナーズファンディ

ングが当該業務を実施します。 

出資対象事業持分の発行者の商号、役割及び

関係業務の内容 

商号：株式会社シノケンオーナーズファンデ

ィング 

役割：匿名組合出資持分の発行及び本営業の

遂行 

関係業務の内容：本営業に係る金銭消費貸借

契約の締結、金銭債権の管理及び回収 

出資対象事業持分の運営者の商号、役割及び

関係業務の内容 

同上 

出資対象事業から生ずる収益の配当又は分

配の方針 

営業者は、本営業から各計算期間において利

益が生じた場合には、お客様に、当期利益に

お客様の出資割合を乗じて得られる金額を

お客様に分配します。但し、前計算期間から

の損失がある場合には、当該利益の算出にあ

たり、かかる損失を控除します。 

出資対象事業の出資金の元本の返還 営業者は、本営業から各計算期間において本

借入人から本貸付契約の元本の返済を受領

した場合又は保証人（もしあれば）から保証

契約に係る保証履行に基づき本貸付契約の

元本相当額を受領した場合には、お客様に、

受領した元本相当額に本匿名組合員出資割

合を乗じて得られる金額を出資金の返還と

して分配するものとします。この出資金の返

還としての分配は、原則として、営業者が元

本の返済を受領した日が属する計算期間の

末日から 10 営業日以内に行うものとしま

す。但し、当該計算期間に係る本営業の経理

が確定しない等、やむを得ない場合には、こ

の限りではありません。 

事業年度、計算期間その他これに類する期間 本営業の計算期間は、毎年 1月 1日（同日を

含みます。）から 12 月末日（同日を含みま

す。）までの期間とします。但し、最初の計算

期間は 2021 年 8 月 12 日（同日を含み、以

下「運用開始日」といいます。）から 2021年

12月末日（同日を含みます。）までとし、最

終の計算期間は本営業の終了日を含む計算



 

 

期間の開始日（同日を含みます。）から本営業

の終了日（同日を含みます。）までとします。 

出資対象事業に係る手数料等の徴収方法及

び租税に関する事項 

(1) 営業者報酬 

営業者は、各計算期間の末日に、営業者

報酬を受領するものとします。営業者報

酬の金額については前述「手数料など諸

費用について」のとおりです。 

(2) 租税に関する事項 

各当事者は、各当事者間における取引に

関して各当事者に課される租税のすべて

（お客様に対して行われる利益の分配に

課される税金を含みます。）につき、自ら

これを負担するものとします。なお、お

客様は、適用ある税法の規定にしたがい、

お客様に対する利益の分配に関して課さ

れる税金相当額を営業者が源泉徴収する

ことにつき同意するものとします。（但

し、本借入人について金銭消費貸借契約

に定める期限の利益喪失事由が生じた場

合には、この限りではありません。） 

(3) その他 

営業者は、本営業に関して、本借入人か

ら別途融資実行手数料を受領する場合が

ありますが、当該手数料はお客様に対す

る分配の対象になる利益には該当いたし

ません。 

当社への手数料は、営業者が営業者報酬

より支払います。 

この他、営業者が本営業を行うために必

要な業務を委託する契約に関する手数

料、営業者が本貸付契約に関して差し入

れを受けた担保権の実行に要する手数

料及び費用、営業者が本貸付契約に係る

貸付債権の回収に要した費用、営業者が

貸付債権につき債権管理回収業者、弁護

士その他の第三者（以下「債権回収受託

者」といいます。）にその回収を委託した

場合に、当該債権回収受託者に対して支



 

 

払うべき手数料及び費用その他本営業

の実施のために必要となる費用につい

ては、営業者が出資金から支払うことに

なります。 

分別管理の方法 営業者は本営業に係る匿名組合員出資金及

び本営業による収益を後述の「預金又は貯金

の口座番号その他の当該預金又は貯金を特

定するために必要な事項」欄記載の専用口座

にて管理し、営業者の固有財産とは分別して

管理します。また、営業者は、本営業と他の

事業に係る財産とを適切に区分経理します。 

 

出資対象事業の経理に関する事項 

貸借対照表 本営業は匿名組合契約の締結後に行われま

すので、匿名組合契約締結時点における貸借

対照表は未定です。 

損益計算書 本営業は匿名組合契約の締結後に行われま

すので、匿名組合契約締結時点における損益

計算書は未定です。 

出資対象事業持分の総額 匿名組合契約の出資金の総額になりますが、

本営業は匿名組合契約の締結後に行われま

すので、匿名組合契約締結時点における匿名

組合出資持分の総額は未定です。 

発行済みの出資対象事業持分の総数 発行済みの匿名組合出資持分はありません。 

配当等の総額 営業者からお客様に対する利益配当の総額

は、営業者が本借入人から受領する本貸付契

約の元本、支払利息及び遅延損害金並びに営

業者が本営業を行うために必要な手数料等

の金額にしたがって決定され、お客様に対す

る配当額は、お客様の出資割合にしたがって

決定されることになります。 

配当等の支払い方法 匿名組合契約約款第 8 条及び第 10 条から第

14 条までの規定にしたがって、支払われま

す。 

出資対象事業に係る財産の分配が契約期間

の末日以前に行われる場合にあっては、当該

分配に係る金銭の支払方法 

出資金の返還及び現金の分配は、匿名組合契

約約款第 8 条及び第 10 条から第 14 条まで

の規定にしたがって、支払われます。 

配当等に対する課税方法及び税率 利益配当に関しては、支払時に 20％の源泉所



 

 

 得税（2013年 1月 1日から 2037 年 12月 31

日までの間に確定した利益配当に関しては

復興特別所得税を含めた 20.42％）が徴収さ

れます。なお、税率は現在のものであり、将

来にわたって保証されるものではありませ

ん。 

総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益

額及び純損益額 

本営業は匿名組合契約の締結後に行われま

すので、匿名組合契約締結時点における総資

産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及

び純損益額は未定です。 

出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、

純損益額及び配当等の金額 

本営業は匿名組合契約の締結後に行われま

すので、匿名組合契約締結時点における匿名

組合出資持分一単位当たりの総資産額、純損

益額及び配当等の金額は未定です。 

自己資本比率及び自己資本利益率 本営業は匿名組合契約の締結後に行われま

すので、匿名組合契約締結時点における自己

資本比率及び自己資本利益率は未定です。 

資産の種類ごとの数量及び金額 お客様の出資の対象となるのは、本借入人に

対する貸付債権であり、その金額は営業者と

本借入人との間の金銭消費貸借契約におけ

る貸付金額です。 

資産の種類ごとの金額の評価方法 金銭消費貸借契約上の貸付金額が、貸付債権

の評価額となります。 

資産の種類ごとの金額がそれぞれ出資対象

事業に係る資産の総額に占める割合 

本営業における資産は貸付債権のみです。 

 

１３．事業型出資対象事業持分の取引に係る記載事項 

金銭の管理の方法の区分 銀行預金 

預金又は貯金の口座のある銀行等の商号又

は名称 

西日本シティ銀行 

預金又は貯金の口座に係る営業所又は事務

所の名称及び所在地 

所在地： 福岡市博多区博多駅前 3-1-1 

支店名： 本店営業部 

預金又は貯金の名義 株式会社シノケンオーナーズファンディン

グ 投資家資金口 

預金又は貯金の口座番号その他の当該預金

又は貯金を特定するために必要な事項 

株式会社シノケンオーナーズファンディン

グ 投資家資金口 

預金科目：普通預金 

口座番号：３５４５０４８ 



 

 

 

分別管理の実施状況及び当該実施状況の確

認を行った方法 

(1) 分別管理の実施状況 

 営業者の経理担当者が、適宜、預金口

座の入出金状況を確認するなどし

て、分別管理の状況を確認します。 

 分別管理を行う預金口座の通帳及び

キャッシュカード、インターネット

バンキングの ID やパスワードが記

載された書類等の管理については、

営業者内に設置されたキャビネット

にて保管しています。また、当該キャ

ビネットの鍵は、営業者の経理責任

者が管理しています。  

(2) 当該実施状況の確認を行った方法 

・ 当社は、当該預金口座の通帳の写しを

確認し、当該口座の存在について確認

を行っております。具体的には、発行

者の固有財産を管理する銀行口座と、

集団投資スキーム持分に係る出資金

を管理する銀行口座が別となってい

るかを、発行者より銀行口座の通帳の

写しの提出を受け、口座が別となって

いるか、また口座名義は出資金を管理

する口座であることが判別できる名

義となっているかを確認します。ま

た、当社が募集若しくは私募の取扱い

を行い、集団投資スキーム持分に係る

出資金が発行者に対して払い込まれ

た後は、当該出資金が償還されるまで

の間、３ヶ月に一度、発行者より銀行

口座の通帳の写しの提出を受け、口座

が別となっているか、また口座名義は

出資金を管理する口座であることが

判別できる名義となっているかを審

査・コンプライアンス部長が確認しま

す。 

なお、匿名組合契約締結時点では金銭

の出資が完了していないため、分別管



 

 

理すべき財産が無い状態です。 

出資対象事業に係る資金の流れに関する事

項 

(1) 出資を受けた金銭の使途の具体的な内容

及び当該金銭の各使途への配分に係る方

針 

出資を受けた金銭は、手数料など諸費用

を除き、すべて営業者から事業者（本借

入人）へ貸付けられます。営業者は、前

述「預金又は貯金の口座番号その他の当

該預金又は貯金を特定するために必要な

事項」に記載した口座において、出資を

受けた金銭を管理いたします。 

(2) 出資を受けた金銭に係る送金又は管理を

行う者の商号又は名称及び役割 

商号：株式会社シノケンオーナーズファ

ンディング 

役割：匿名組合出資持分の発行及び本営

業の運営 

出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に

係る外部監査の有無及び当該外部監査を受

ける場合にあっては、当該外部監査を行う者

の氏名又は名称 

外部監査は実施しておりません。 

 

 

 

 



 

 

営業者の概要 

商号 株式会社シノケンオーナーズファンディン

グ 

本店所在地 東京都港区浜松町二丁目 3番 1号 

代表取締役 玉置 貴史 

設立年月 令和 3年 4月 5日 

主な事業 投融資事業 

資本金の額 金 10,000,000 円 

連絡方法 電話番号：03-5777-0083 

 

 

 

 

  



 

 

定 義 集 

 

(1) 「本貸付契約」とは、本営業に関して株式会社シノケンオーナーズファンディングが締結す

る金銭の貸付契約をいいます。 

(2) 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。 

(3) 「本匿名組合員出資金」とは、お客様が本営業のために出資した出資金をいいます。 

(4) 「その他匿名組合契約」とは、本営業について、お客様以外に匿名組合出資を行う者（以下

「その他匿名組合員」といいます。）がある場合に、株式会社シノケンオーナーズファンディ

ングがその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一

又は複数の匿名組合契約をいいます。 

(5) 「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業

のために出資した出資金の合計金額をいいます。 

(6) 「匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合出資金の総額をいいま

す。 

(7) 「営業者金利」とは、2.0％（年率）をいいます。 

(8) 「運用利回り」とは、「本貸付契約に規定する金利（年利）－営業者金利」により算出される

率をいいます。 

 

 


