契約締結前交付書面（ＳＢＩＳＬ証券担保ローンファンド）
新旧対照表
旧規定

新規定

当 該 書 面 は 、 金 融 商 品

本 書 面 は 、金 融 商 品 取 引

取 引 法 第 ３ ７ 条 の ３ の

法 第 ３ ７ 条 の ３ の 規 定

規 定 に よ り お 渡 し す る

に よ り お 渡 し す る 書 面

書 面 で す

で す

営 業 者 ： Ｓ Ｂ Ｉ ソ ー シ

営 業 者 兼 募 集 会 社 ： Ｓ Ｂ

ャ ル レ ン デ ィ ン グ 株 式

Ｉ ソ ー シ ャ ル レ ン デ ィ

会 社

ン グ 株 式 会 社

（ 東京都知事（１）第３１３６０号） （ 東京都知事（１）第３１３６０号、
関東財務局長（金商）第２６６３号）
募集代行会社：ＳＢＩソーシャルレン 削除
ディングサポート株式会社
（関東財務局長（金商）第２４９８号）
「契約締結前交付書面」は必ずお読み 「契約締結前交付書面」は必ずお読みく
ください。
「契約締結前交付書面」には、 ださい。「契約締結前交付書面」には、
投資方針、投資に伴うリスクなど、重 投資方針、投資に伴うリスクなど、重要
要な事項が記載されています。この「契 な事項が記載されています。この「契約
約締結前交付書面」を良くお読みいた 締結前交付書面」を良くお読みいただ
だき、十分にご理解いただいた上で、 き、十分にご理解いただいた上で、ご自
ご自身の判断と責任で投資を行うか否 身の判断と責任で投資を行うか否かを
かをお決めいただくこととなります。 お決めいただくこととなります。この
この「契約締結前交付書面」の内容に 「契約締結前交付書面」の内容について
ついてご不明な点がございます場合に ご不明な点がございます場合には、当社
は、募集代行会社までお問い合わせく までお問い合わせくださいますようお
ださいますようお願い致します。なお、 願い致します。なお、投資を行った後も、
投資を行った後も、この「契約締結前 この「契約締結前交付書面」は、お客様
交付書面」は、お客様がいつでも参照 がいつでも参照していただけるよう、お
していただけるよう、お手許に保管さ 手許に保管されますようお願い致しま
れますようお願い致します。

す。

（当 該 書 面 は 、 金 融 商 品

（ 本 書 面 は 、金 融 商 品 取

取 引 法 第 ３ ７ 条 の ３ の

引 法 第 ３ ７ 条 の ３ の 規

規 定 に よ り お 渡 し す る

定 に よ り お 渡 し す る 書

書 面 と な り ま す 。）

面 と な り ま す 。）
1

当該書面は、お客様が、ＳＢＩソーシ 当該書面は、お客様が、当社との間で新
ャルレンディング株式会社（以下「営 たに匿名組合契約を締結し、匿名組合出
業者」と言います）との間で新たに匿 資持分を取得して頂く上でのリスクや
名組合契約を締結し、匿名組合出資持 留意点が記載されております。あらかじ
分を取得して頂く上でのリスクや留意 め十分にお読み頂き、ご不明な点は、お
点が記載されております。あらかじめ 取引開始前にご確認下さい。
十分にお読み頂き、ご不明な点は、お
取引開始前にご確認下さい。
貸付事業については、借手（営業者に 貸付事業については、借手（当社に対し
対して金銭の借入れの申込みを行った て金銭の借入れの申込みを行った者又
者又は営業者から金銭の借入れを行っ は当社から金銭の借入れを行った者を
た者を言います。以下、同様です。）の 言います。以下、同様です。）の支払遅
支払遅延等の信用状況の変化等によ 延等の信用状況の変化等により、損失が
り、損失が発生する可能性があります。 発生する可能性があります。
手数料など諸経費について

手数料など諸経費について

・お客様は、ＳＢＩソーシャルレンデ ・お客様は、当社に対して申し込んだ出
ィングサポート株式会社（募集会社、

資金額（１万円×申込口数）を当社の

以下「弊社」と言います）に対して

投資家用口座に預託します。

申し込んだ出資金額（１万円×申込
口数）を弊社の投資家用口座に預託
します。
・営業者は、貸付事業の遂行にあたり、 ・当社は、貸付事業の遂行にあたり、本
本ファンド（本契約第 3 条(9)号に定

ファンド（本匿名組合契約（本書面に

める意味を有するものとします。以

関連して当社との間で締結すること

下、同じとします。
）の各借手につい

となる匿名組合契約を意味します。以

て、以下の各計算式で算出される額

下、同様とします。
）第３条(9)号に定

の合計額を管理手数料として、各月

める意味を有するものとします。以

約定返済日に受領いたします。営業

下、同様とします。）の各借手につい

者は、この管理手数料の中から、株

て、以下の各計算式で算出される額の

式会社ＳＢＩ証券（以下「提携証券

合計額を管理手数料として、配当日

会社」といいます。
）に対して、担保

（各月１５日（同日が営業日でない場

有価証券(後記Ⅲ」第 1 項で定義する

合にはその翌営業日を意味します。以

ものをいいます。以下、同じとしま

下、同様とします。）に受領いたしま

す。)の管理等に関する委託手数料を

す。当社は、この管理手数料の中から、
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株式会社ＳＢＩ証券（以下「提携証券

支払うことになります。

会社」といいます。）に対して、担保

（略）

有価証券(後記Ⅲ「お客様が行う金融
商品取引行為について、当社その他の
者の業務又は財産の状況の変化を直
接の原因として損失が発生すること
となるおそれがある場合」第 1 項で定
義するものをいいます。以下、同様と
します。)の管理等に関する委託手数
料を支払うことになります。
（略）
・お客様には、匿名組合へ出資を行う ・お客様には、匿名組合へ出資を行う時、
時、出資を撤回し出資金の返還を受

出資を撤回し出資金の返還を受ける

ける時、匿名組合契約の終了ととも

時、匿名組合契約の終了とともに、又

に、または匿名組合契約の継続中に

は匿名組合契約の継続中に貸付金元

貸付金元本返済にみあう出資金の返

金返済にみあう出資金の返還を受け

還を受ける時、利益の配当を受ける

る時、利益の配当を受ける時にかかる

時にかかる事務等手数料をご負担頂

事務等手数料をご負担頂きます。匿名

きます。匿名組合へ出資を行う時の

組合へ出資を行う時の手数料の額は、

手数料の額は、各金融機関が定める

各金融機関が定める額になります。そ

額になります。その他、出資金の返

の他、出資金の返還又は利益の配当を

還又は利益の配当を受ける時の事務

受ける時の事務手数料の額は、一律４

手数料の額は、一律４２０円になり

２０円になります（ただし、当該事務

ます（ただし、当該事務手数料は、

手数料は、当社の分配用口座にプール

営業者の分配用口座にプールされる

される出資金の返還や利益の配当を

出資金の返還や利益の配当をお客様

お客様の口座に出金する場合等にか

の口座に出金する場合等にかかる手

かる手数料で、当社の別のファンドに

数料で、営業者の別のファンドに投

投資を行う為に当社の投資家用口座

資を行う為に営業者の投資家用口座

に送金する場合や、当社の分配用口座

に送金する場合や、営業者の分配用

から出金を行わない場合には手数料

口座から出金を行わない場合には手

はかかりません）。なお、お客様が出

数料はかかりません）
。なお、お客様

資金の返還及び利益の配当を受ける

が出資金の返還及び利益の配当を受

場合には、その時期は当社が別途定め

ける場合には、その時期は営業者が

る時期とし、返還及び配当に関して利

別途定める時期とし、返還及び配当

息は付さないものとします。
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に関して利息は付さないものとしま
す。
・お客様が取得される匿名組合出資持 ・お客様が取得される匿名組合出資持分
分に係る事業において、営業者が貸

に係る事業において、当社が貸付債権

付債権の回収を第三者に委託する場

の回収を第三者に委託する場合の委

合の委託手数料、営業を遂行するた

託手数料、営業を遂行するために必要

めに必要な業務を委託する場合の委

な業務を委託する場合の委託手数料、

託手数料、税理士、弁護士又は司法

税理士、弁護士又は司法書士等の費

書士等の費用、貸付債権を第三者に

用、貸付債権を第三者に譲渡する場合

譲渡する場合の譲渡費用、その他営

の譲渡費用、その他営業を遂行するた

業を遂行するために必要となる費用

めに必要となる費用をご負担いただ

をご負担いただきます。この手数料

きます。これらの手数料は、契約条件

は、契約条件によって定められるた

によって定められるため、事前に上限

め、事前に上限額等を記載すること

額等を記載することができません。

ができません。
匿名組合契約締結にあたってのリス 匿名組合契約締結にあたってのリスク
クについて

について

・匿名組合出資は、元本が保証されて ・匿名組合出資は、元金が保証されてい
いるものではありません。

るものではありません。

・お客様は、営業者が行う貸付事業に ・お客様は、当社が行う貸付事業に対し
対して出資を行うこととなり、当該

て出資を行うこととなり、当該貸付事

貸付事業において貸付を行った本借

業において貸付けを行った借手から

手からの貸付金の返済及び利息の支

の貸付金の返済及び利息の支払が、お

払が、お客様への出資金の返還及び

客様への出資金の返還及び利益の配

利益の配当に充てられることとなり

当に充てられることとなります。従い

ます。従いまして、当該借手からの

まして、当該借手からの返済が遅延す

返済が遅延する等、借手の信用状況

る等、借手の信用状況が悪化すること

が悪化すること等から、お客様が出

等から、お客様が出資した元金額が欠

資した元本額が欠損する損失が発生

損する損失が発生する場合がありま

する場合があります。

す。

・お客様が営業者に対して出資した資 削除
金は、本契約に基づき弊社から、営
4

業者の貸金用口座に送金された段階
で営業者の財産となります。従って、
営業者の信用状況が悪化した場合に
は、お客様に対して出資金全額を返
還することができない場合もあり、
結果として、お客様の出資金元本が
欠損する損失が発生する場合があり
ます。
・弊社はお客様から、営業者に対する ・当社は、お客様から、出資金を預託及
出資金の預託を受け入れることとな

び出資していただくことになります

りますので、弊社の信用状況が悪化

ので、当社の信用状況が悪化した場合

した場合には、お客様に対して出資

には、お客様に対して出資金全額を返

金全額を返還できない可能性があり

還できない可能性があります。

ます。
・お客様が取得される匿名組合出資持 ・お客様が取得される匿名組合出資持分
分に係る事業において、営業者は貸

に係る事業において、当社は貸付債権

付債権の回収などを第三者に委託す

の回収などを第三者に委託する場合

る場合があり、当該委託先の信用状

があり、当該委託先の信用状況が悪化

況が悪化したときには、お客様に対

したときには、お客様に対して出資金

して出資金全額を返還することがで

全額を返還することができないこと

きないこともあり、結果として、お

もあり、結果として、お客様の出資金

客様の出資金元本が欠損する損失が

元金が欠損する損失が発生する場合

発生する場合があります。

があります。

・お客様が取得される匿名組合出資持 ・お客様が取得される匿名組合出資持分
分に係る事業において、営業者は貸

に係る事業において、当社は貸付債権

付債権の担保として担保有価証券に

の担保として担保有価証券に根質権

根質権を設定することを予定してお

を設定することを予定しており、当社

り、営業者は、当該担保有価証券の

は、当該担保有価証券の管理、担保有

管理、担保有価証券の売却代金及び

価証券の売却代金及び担保有価証券

担保有価証券の担保権の実行後の取

の担保権の実行後の取得金の管理な

得金の管理などを提携証券会社に委

どを提携証券会社に委託することに

託することになります。このような

なります。このような事情から、提携

事情から、提携証券会社の信用状況

証券会社の信用状況が悪化したとき
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が悪化したときには、担保有価証券

には、担保有価証券からの回収ができ

からの回収ができないこともあり、

ないこともあり、結果として、お客様

結果として、お客様の出資金元本が

の出資金元金が欠損する損失が発生

欠損する損失が発生する場合があり

する場合があります。

ます。
・匿名組合出資をした後に、本契約の ・匿名組合出資をした後に、本匿名組合
期間終了前に終了し、又は持分を譲

契約の期間終了前に終了し、又は持分

渡する場合には、金利の上昇局面で

を譲渡する場合には、金利の上昇局面

は、それに伴った出資額等の変動が

では、それに伴った出資額等の変動が

ないことから、この金利の上昇の利

ないことから、この金利の上昇の利益

益を受けられないことになります。

を受けられないことになります。

・お客様が取得される匿名組合出資持 ・お客様が取得される匿名組合出資持分
分に係る事業において、営業者は貸

に係る事業において、当社は貸付債権

付債権の担保として担保有価証券に

の担保として担保有価証券に根質権

根質権を設定することを予定してい

を設定することを予定していますが、

ますが、担保有価証券の金融商品市

担保有価証券の金融商品市場におけ

場における相場その他の指標に係る

る相場その他の指標に係る変動によ

変動により、その価値が下落するこ

り、その価値が下落することがあるこ

とがあることから、結果として、お

とから、結果として、お客様の出資金

客様の出資金元本が欠損する損失が

元金が欠損する損失が発生する場合

発生する場合があります。

があります。

匿名組合契約は、クーリング・オフの 匿名組合契約は、クーリング・オフの対
象にはなりません。

対象にはなりません。

・お客様が営業者と締結する匿名組合 ・お客様が当社と締結する匿名組合契約

Ⅰ

契約には、金融商品取引法第３７条

には、金融商品取引法第３７条の６に

の６に基づくクーリング・オフの規

基づくクーリング・オフの規定の適用

定の適用はありません。

はありません。

お客様が営業者との間で締結すること お客様が当社との間で締結することと
となる契約は、商法第５３５条にて規 なる契約は、商法第５３５条にて規定さ
定される匿名組合契約となります。

れる匿名組合契約となります。

匿名組合契約とは、当事者の一方（匿 匿名組合契約とは、当事者の一方（匿名
名組合員）が相手方（営業者）の営業 組合員）が相手方（当社）の営業のため
のために出資をなし、その営業より生 に出資をなし、その営業より生じる利益
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じる利益の配当を受けることを約束す の配当を受けることを約束する契約形
る契約形態です。当該契約においては、 態です。当該契約においては、お客様が
お客様が出資者、ＳＢＩソーシャルレ 出資者、当社が営業者となります。
ンディング株式会社が営業者となりま
す。
出資の対象となる営業は、営業者が借 出資の対象となる営業は、当社が借手と
手との間で金銭消費貸借契約を締結 の間で金銭消費貸借契約を締結し、お客
し、お客様からご出資いただいた資金 様からご出資いただいた資金を貸し付
を貸し付け、その元本返済及び利息（遅 け、その元金返済及び利息（遅延損害金
延損害金を含む。以下、利息と遅延損 を含む。以下、利息と遅延損害金をあわ
害金をあわせて「利息等」と言います） せて「利息等」と言います）の返済金の
の返済金の支払を受ける貸付事業であ 支払を受ける貸付事業であり、当該返済
り、当該返済金がお客様の出資金をご 金がお客様の出資金をご返還する原資
返還する原資になるとともに、借手が になるとともに、借手が支払う利息等か
支払う利息等から営業者が受けるべき ら当社が受けるべき管理手数料（以下
管理手数料（以下「お客様にお支払頂 「お客様にお支払頂く手数料等諸費用
く手数料等諸費用について」２に定義 について」第２項に定義します。以下同
します。以下同様とします。
）を差し引 様とします。）を差し引いた残額がお客
いた残額がお客様に対する利益配当の 様に対する利益配当の原資となります。
原資となります。

なお、当社は、本営業（本匿名組合契約

なお、営業者は、本営業（本契約第 3 第３条(1)号に定める意味を有します。
条(1)号に定める意味を有します。以 以下、同様とします。）において、別紙
下、同じとします。
）において、別紙「貸 「貸付要項」記載の各事項を前提とし
付要項」記載の各事項を前提として、 て、①当社が任意に定める基準により審
①営業者が任意に定める基準により審 査を行い、②当社が任意に定める内容に
査を行い、②営業者が任意に定める内 て借手との間で金銭消費貸借契約を締
容にて借手との間で金銭消費貸借契約 結することになります（別紙「貸付要項」
を締結することになります（別紙「貸 を前提として行われる貸付けの総称を、
付要項」を前提として行われる貸付け 以下「ＳＢＩＳＬ証券担保ローン」とい
）。
の総称を、以下「ＳＢＩＳＬ証券担保 います。
ローン」といいます。）
。
ア

営業者は、ＳＢＩＳＬ証券担保ロ ア

当社は、ＳＢＩＳＬ証券担保ローン

ーンにおいて、別紙「貸付要項」1

において、別紙「貸付要項」第 1 項の

の担保権を取得することを条件に、

担保権を取得することを条件に、別紙

別紙「貸付要項」2 の融資限度額内

「貸付要項」第 2 項の融資限度額内に
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において、本ファンドその他の同様

おいて、本ファンドその他の同様の目

の目的に基づくファンドから、同一

的に基づくファンドから、同一の借手

の借手に対して、複数回の貸付けを

に対して、複数回の貸付けを実行し、

実行し、又は、実行することを予定

又は、実行することを予定しているこ

していること。

と。

営業者は、ＳＢＩＳＬ証券担保ロ イ

イ

当社は、ＳＢＩＳＬ証券担保ローン

ーンにおいて、別紙「貸付要項」5

において、別紙「貸付要項」第 5 項の

の各方法により営業者に担保として

各方法により当社に担保として差し

差し入れられた有価証券（以下「担

入れられた有価証券（以下「担保有価

保有価証券」という。
）の担保権の実

証券」という。）の担保権の実行をす

行をすることはできるものの、各方

ることはできるものの、各方法による

法による担保権の実行を義務付けら

担保権の実行を義務付けられるもの

れるものではなく、費用の多寡及び

ではなく、費用の多寡及び回収までの

回収までの期間の長短にかかわら

期間の長短にかかわらず、法定の手続

ず、法定の手続によることも含めて、

によることも含めて、ＳＢＩＳＬ証券

ＳＢＩＳＬ証券担保ローンの回収方

担保ローンの回収方法は、当社の裁量

法は、営業者の裁量に委ねられるこ

に委ねられること。

と。
ＳＢＩＳＬ証券担保ローンにおけ ウ

ウ

ＳＢＩＳＬ証券担保ローンにおけ

る借手は、根質権が設定されている

る借手は、根質権が設定されているこ

ことにかかわらず、担保有価証券を

とにかかわらず、担保有価証券を自由

自由に売却することができ、営業者

に売却することができ、当社は、この

は、この売却がなされ、担保不足（別

売却がなされ、担保不足（別紙「貸付

紙「貸付要項」4 に定義します。以

要項」第 4 項に定義します。以下、同

下、同じとします。
）となった場合な

様とします。
）となった場合などには、

どには、売却代金又は提携証券会社

売却代金又は提携証券会社の預り金

の預り金からＳＢＩＳＬ証券担保ロ

からＳＢＩＳＬ証券担保ローンの債

ーンの債務の返済を受けることを予

務の返済を受けることを予定してい

定しているものの、提携証券会社又

るものの、提携証券会社又は借手に倒

は借手に倒産事由が発生した場合、

産事由が発生した場合、借手の提携証

借手の提携証券会社に対する売却代

券会社に対する売却代金又は預り金

金又は預り金返還請求権に対して差

返還請求権に対して差押え、仮差押え

押え、仮差押えがなされた場合その

がなされた場合その他の事由が発生

他の事由が発生した場合には、ＳＢ

した場合には、ＳＢＩＳＬ証券担保ロ
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ＩＳＬ証券担保ローンの債務の返済

ーンの債務の返済を受けることがで

を受けることができないことがあり

きないことがあり得ること。

得ること。
営業者は、ＳＢＩＳＬ証券担保ロ エ

エ

Ⅱ

当社は、ＳＢＩＳＬ証券担保ローン

ーンにおいて、別紙「貸付要項」6

において、別紙「貸付要項」第 6 項の

の期限の利益の喪失事由を定めるも

期限の利益の喪失事由を定めるもの

のの、借手の信用力、担保有価証券

の、借手の信用力、担保有価証券の評

の評価額その他の事由を総合的に判

価額その他の事由を総合的に判断し

断して、その裁量により、ＳＢＩＳ

て、その裁量により、ＳＢＩＳＬ証券

Ｌ証券担保ローンの返済を猶予する

担保ローンの返済を猶予することが

ことがあること。

あること。

１．

お客様は、弊社に対して申し １．

お客様は、当社に対して申し込

込んだ出資金額（1 万円×申込口

んだ出資金額（1 万円×申込口数）

数）を弊社の投資家用口座に預託

を当社の投資家用口座に預託しま

します。

す。

２．

弊社は、貸付事業の遂行にあ
たり、本ファンドの各借手につい ２．

３．

当社は、貸付事業の遂行にあた

て、以下の各計算式で算出される

り、本ファンドの各借手について、

額の合計額を管理手数料として、

以下の各計算式で算出される額の

各月約定返済日に受領いたしま

合計額を管理手数料として、各月配

す。

当日に受領いたします。

お客様が匿名組合へ出資を行 ３．

お客様が匿名組合へ出資を行

う時、出資を撤回し出資金の返還

う時、出資を撤回し出資金の返還を

を受ける時、匿名組合契約の終了

受ける時、匿名組合契約の終了とと

とともに、または匿名組合契約の

もに、又は匿名組合契約の継続中に

継続中に貸付金元本返済にみあう

貸付金元金返済にみあう出資金の

出資金の返還を受ける時、利益の

返還を受ける時、利益の配当を受け

配当を受ける時にかかる事務等手

る時にかかる事務等手数料をご負

数料をご負担頂きます。匿名組合

担頂きます。匿名組合へ出資を行う

へ出資を行う時の手数料の額は、

時の手数料の額は、各金融機関が定

各金融機関が定める額になりま

める額になります。その他、出資金

す。その他、出資金又は利益配当

又は利益配当を受ける時の事務手

を受ける時の事務手数料の額は、

数料の額は、一律４２０円になりま
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一律４２０円になります（ただし、

す（ただし、当該事務手数料は、当

当該事務手数料は、営業者の分配

社の分配用口座にプールされる出

用口座にプールされる出資金の返

資金の返還や利益の配当をお客様

還や利益の配当をお客様の口座に

の口座に出金する場合等にかかる

出金する場合等にかかる手数料

手数料で、当社の別のファンドに投

で、営業者の別のファンドに投資

資を行う為に当社の投資家用口座

を行う為に弊社の投資家用口座に

に送金する場合や、当社の分配用口

送金する場合や、営業者の分配用

座から出金を行わない場合には手

口座から出金を行わない場合には

数料はかかりません）。なお、お客

手数料はかかりません）
。なお、お

様が出資金の返還及び利益の配当

客様が出資金の返還及び利益の配

を受ける場合には、その時期は当社

当を受ける場合には、その時期は

が別途定める時期とし、返還及び配

営業者が別途定める時期とし、返

当に関して利息は付さないものと

還及び配当に関して利息は付さな

します。

いものとします。
４．お客様が取得される匿名組合出資 ４．

お客様が取得される匿名組合

持分に係る事業において、営業者

出資持分に係る事業において、当社

が貸付債権の回収を第三者に委託

が貸付債権の回収を第三者に委託

する場合の委託手数料、営業を遂

する場合の委託手数料、営業を遂行

行するために必要な業務を委託す

するために必要な業務を委託する

る場合の委託手数料、税理士、弁

場合の委託手数料、税理士、弁護士

護士又は司法書士等の費用、貸付

又は司法書士等の費用、貸付債権を

債権を第三者に譲渡する場合の譲

第三者に譲渡する場合の譲渡費用、

渡費用、その他営業を遂行するた

その他営業を遂行するために必要

めに必要となる費用をご負担いた

となる費用をご負担いただきます。

だきます。この手数料は、契約条

これらの手数料は、契約条件によっ

件によって定められるため、事前

て定められるため、事前に上限額等

に上限額等を記載することができ

を記載することができません。

ません。
Ⅲ

お客様が行う金融商品取引行為につ

お客様が行う金融商品取引行為につ

いて、営業者その他の者の業務又は

いて、当社その他の者の業務又は財産

財産の状況の変化を直接の原因とし

の状況の変化を直接の原因として損

て損失が発生することとなるおそれ

失が発生することとなるおそれがあ

がある場合

る場合
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１．借手の信用状態による影響

１．借手の信用状態による影響
お客様と営業者が締結することとな

お客様と当社が締結することとなる

る匿名組合契約は、営業者が借手と

匿名組合契約は、当社が借手との間で

の間で金銭消費貸借契約を締結し

金銭消費貸借契約を締結して、お客様

て、お客様からご出資いただいた資

からご出資いただいた資金を原資に

金を原資に貸し付け、その元本返済

貸し付け、その元金返済及び利息等の

及び利息等の支払を受ける貸付事業

支払を受ける貸付事業を出資対象と

を出資対象としており、当該貸付事

しており、当該貸付事業において貸付

業において貸付けを行った本借手か

けを行った本借手からの貸付金の返

らの貸付金の返済及び利息の支払

済及び利息の支払が、お客様への出資

が、お客様への出資金の返還及び利

金の返還及び利益の配当に充てられ

益の配当に充てられることとなりま

ることとなります。従いまして、当該

す。従いまして、当該借手からの返

借手からの返済が遅延する等、借手の

済が遅延する等、借手の信用状況が

信用状況が悪化すること等から、お客

悪化すること等から、お客様が出資

様が出資した元金額が欠損する損失

した元本額が欠損する損失が発生す

が発生する場合があります。

る場合があります。

なお、当社は、借手が当社に対して現

なお、営業者は、借手が営業者に対

在及び将来負担するＳＢＩＳＬ証券

して現在及び将来負担するＳＢＩＳ

担保ローンにかかるいっさいの債務

Ｌ証券担保ローンにかかるいっさい

を共通に担保するものとして、提携証

の債務を共通に担保するものとし

券会社の証券取引口座（振替決済口

て、提携証券会社の証券取引口座（振

座）に現在及び将来保有する有価証券

替決済口座）に現在及び将来保有す

（国内の金融商品取引所に上場され

る有価証券（国内の金融商品取引所

ている株券のうち、当社が適当と認め

に上場されている株券のうち、営業

るもの）について、当社を権利者とす

者が適当と認めるもの）について、

る根質権を設定することを予定して

営業者を権利者とする根質権を設定

いますので、この根質権が有効に設定

することを予定していますので、こ

されている場合には、この根質権の限

の根質権が有効に設定されている場

度において、上記リスクが顕在化する

合には、この根質権の限度において、

可能性は軽減されていると考えられ

上記リスクが顕在化する可能性は軽

ます。しかしながら、①この根質権の

減されていると考えられます。しか

有効性が否定された場合、又は、②前

しながら、①この根質権の有効性が

記Ⅰ「匿名組合契約に関する金融商品

否定された場合、又は、②前記Ⅰウ

取引契約の概要」ウ記載のとおり、Ｓ

記載のとおり、ＳＢＩＳＬ証券担保

ＢＩＳＬ証券担保ローンにおける借

ローンにおける借手は、根質権が設

手は、根質権が設定されていることに

11

定されていることにかかわらず、担

かかわらず、担保有価証券を自由に売

保有価証券を自由に売却することが

却することができ、当社は、この売却

でき、営業者は、この売却がなされ、

がなされ、担保不足となった場合など

担保不足となった場合などには、売

には、売却代金又は提携証券会社の預

却代金又は提携証券会社の預り金か

り金からＳＢＩＳＬ証券担保ローン

らＳＢＩＳＬ証券担保ローンの債務

の債務の返済を受けることを予定し

の返済を受けることを予定している

ているものの、提携証券会社又は借手

ものの、提携証券会社又は借手に倒

に倒産事由が発生した場合、借手の提

産事由が発生した場合、借手の提携

携証券会社に対する売却代金又は預

証券会社に対する売却代金又は預り

り金返還請求権に対して差押え、仮差

金返還請求権に対して差押え、仮差

押えがなされた場合その他の事由が

押えがなされた場合その他の事由が

発生した場合等には、上記リスクが顕

発生した場合等には、上記リスクが

在化する可能性があります。

顕在化する可能性があります。

また、前記Ⅰ「匿名組合契約に関する

また、前記Ⅰイ記載のとおり、営業

金融商品取引契約の概要」イ記載のと

者は、ＳＢＩＳＬ証券担保ローンに

おり、当社は、ＳＢＩＳＬ証券担保ロ

おいて、別紙「貸付要項」5 の各方

ーンにおいて、別紙「貸付要項」第 5

法により営業者に担保として差し入

項の各方法により当社に担保として

れられた有価証券（以下「担保有価

差し入れられた有価証券（以下「担保

証券」という。）の担保権の実行を

有価証券」という。）の担保権の実行

することはできることになっていま

をすることはできることになってい

すが、各方法による担保権の実行を

ますが、各方法による担保権の実行を

義務付けられるものではなく、費用

義務付けられるものではなく、費用の

の多寡及び回収までの期間の長短に

多寡及び回収までの期間の長短にか

かかわらず、法定の手続によること

かわらず、法定の手続によることも含

も含めて、ＳＢＩＳＬ証券担保ロー

めて、ＳＢＩＳＬ証券担保ローンの回

ンの回収方法は、営業者の裁量に委

収方法は、当社の裁量に委ねられるこ

ねられることから、必ずしも、担保

とから、必ずしも、担保有価証券の担

有価証券の担保権の実行により貸付

保権の実行により貸付金等の回収が

金等の回収がなされるものではあり

なされるものではありません。

ません。
２．営業者、弊社等の信用状態による ２．当社、当社等の信用状態による影
影響

響

お客様から弊社は営業者に対する出

当社は、お客様から、出資金を預託及

資金の預託を受け入れることとなり

び出資していただくことになります
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ますので、弊社の信用状況が悪化し

ので、当社の信用状況が悪化した場合

た場合には、お客様に対して預託金

には、お客様に対して出資金全額を返

全額を返還することができない可能

還できない可能性があります。また、

性があります。また、お客様の出資

当社は貸付債権の回収などを第三者

は、営業者に交付された段階で営業

に委託することがあり、当該委託先の

者の財産となります。従って、営業

信用状況が悪化したときには、お客様

者の信用状況が悪化した場合には、

に対して出資金全額を返還すること

お客様に対して出資金全額を返還す

ができない場合もあり、結果として、

ることができない場合もあり、結果

お客様の出資金元金が欠損する損失

として、お客様の出資金元本が欠損

が発生する場合があります。

する損失が発生する場合がありま
す。また、営業者は貸付債権の回収
などを第三者に委託することがあ
り、当該委託先の信用状況が悪化し
たときには、お客様に対して出資金
全額を返還することができない場合
もあり、結果として、お客様の出資
金元本が欠損する損失が発生する場
合があります。
３．提携証券会社の信用状態による影 ３．提携証券会社の信用状態による影響
当社は、担保有価証券の管理、担保

響
営業者は、担保有価証券の管理、

有価証券の売却代金及び担保有価

担保有価証券の売却代金及び担保

証券の担保権の実行後の取得金の

有価証券の担保権の実行後の取得

管理などを提携証券会社に委託す

金の管理などを提携証券会社に委

ることになります。当該提携証券会

託することになります。当該提携

社の信用状況が悪化したときには、

証券会社の信用状況が悪化したと

お客様に対して出資金全額を返還

きには、お客様に対して出資金全

することができない場合もあり、結

額を返還することができない場合

果として、お客様の出資金元金が欠

もあり、結果として、お客様の出

損する損失が発生する場合があり

資金元本が欠損する損失が発生す

ます。

る場合があります。
Ⅳ

１．お客様が営業者との間で締結する １．お客様が当社との間で締結する匿名
匿名組合契約は、下記に記載する条

組合契約は、下記に記載する条件にあ

件にあてはまる場合には自動的に直

てはまる場合には自動的に直ちに終
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ちに終了することとなります。

了することとなります。

（略）

（略）

①（略）

①（略）

（イ）破産手続開始、民事再生手続開

（イ）破産手続開始、民事再生手続開

始、その他本借手に適用ある倒産

始、その他本借手に適用ある倒産手

手続開始の決定がなされ、当該手

続開始の決定がなされ、当該手続に

続にて、本営業に関する最後の分

て、本営業に関する最後の分配（又

配（またはこれに類似する手続）

はこれに類似する手続）を受けた場

を受けた場合。

合。

（ウ）特定調停、私的整理その他債務 （ウ）特定調停、私的整理その他債務整
整理の手続き（法的な手続きであ

理の手続き（法的な手続きであるか

るか否かは関係なく）が開始され、

否かは関係なく）が開始され、当該

当該手続きにて提示された返済計

手続きにて提示された返済計画に

画について、営業者がその合理的

ついて、当社がその合理的な判断に

な判断に基づき当該返済契約を承

基づき当該返済契約を承諾し、本借

諾し、本借手の全てより当該返済

手の全てより当該返済計画に基づ

計画に基づく支払いを受けた場

く支払いを受けた場合。

合。
（エ）営業者が、本貸付契約に係る貸 （エ）当社が、本貸付契約に係る貸付債
付債権の全てを第三者に譲渡した

権の全てを第三者に譲渡した場合。

場合。
②営業者について、解散の決議をし、

②当社について、解散の決議をし、又

又はその命令を受けた場合、もし

はその命令を受けた場合、若しく

くは、破産および清算その他清算

は、破産及び清算その他清算型の倒

型の倒産手続きの決議または申し

産手続きの決議又は申し立てがな

立てがなされた場合。

された場合。

③営業者について、手形交換所の取
引停止処分を受けた場合。

③当社について、手形交換所の取引停
止処分を受けた場合。

④営業者について、支払不能、支払
14

④当社について、支払不能、支払停止

となった場合。

停止となった場合。
⑤営業者について、仮差押、差押、

⑤当社について、仮差押、差押、仮処

仮処分、強制執行、競売等の申立

分、強制執行、競売等の申立がなさ

がなされた場合。

れた場合。

⑥営業者と本匿名組合員が本契約の
終了を書面により合意した場合

⑥当社と本匿名組合員が本匿名組合
契約の終了を書面により合意した
場合

また、お客様が営業者との間で締結す また、お客様が当社との間で締結する匿
る匿名組合契約は、下記に記載する条 名組合契約は、下記に記載する条件にあ
件にあてはまる場合には、営業者が解 てはまる場合には、当社が解除すること
除することができることになっている ができることになっているため、当社が
ため、営業者が解除することにより、 解除することにより、終了することがあ
ります。

終了することがあります。
①本匿名組合員について、解散の決

①本匿名組合員について、解散の決議

議をし、又はその命令を受けた場

をし、又はその命令を受けた場合、

合、もしくは、破産および清算そ

若しくは、破産及び清算その他清算

の他清算型の倒産手続きの決議ま

型の倒産手続きの決議又は申し立

たは申し立てがなされた場合。

てがなされた場合。
（略）

（略）
⑤本契約の申込に際し、本匿名組合

⑤本匿名組合契約の申込に際し、本匿

員の申込事項に虚偽又は誤りがあ

名組合員の申込事項に虚偽又は誤

ったことが営業者において判明し

りがあったことが当社において判

た場合。

明した場合。

⑥本匿名組合員が本契約に基づく金

⑥本匿名組合員が本匿名組合契約に

銭の支払い義務（本契約に定める

基づく金銭の支払い義務（本匿名組

出資金の預託義務を除く。
）の履行

合契約に定める出資金の預託義務

を 10 日以上遅滞した場合。

を除く。
）の履行を 10 日以上遅滞し
た場合。

⑦本匿名組合員が所在不明となった
15

⑦本匿名組合員が所在不明となった

ことが営業者において判明した場
合。

ことが当社において判明した場合。
（略）

（略）
３． お客様が営業者との間で締結する ３．お客様が当社との間で締結する匿名
匿名組合契約は、匿名組合出資の募

組合契約は、
（１）出資募集期間（本

集期間の終了後２週間貸付先が見つ

匿名組合契約第３条(4)号に定める意

からない場合には終了することとな

味を有するものとします。以下、同様

り、お客様が出資した資金の内貸付

とします。
）終了時に当社が預託を受

けに充当されていない余剰金がある

けた金員に余剰があることが確認さ

場合は、当該余剰金部分に係る本契

れた場合には、当該余剰となる金員に

約を解約したうえで、新たに本契約

ついて、その部分に係る本匿名組合契

と同様の匿名組合契約が締結された

約を解約したうえで、出資募集期間終

ものとし、当該匿名組合契約への出

了日の翌日に募集を行う予定の本匿

資金として、弊社の投資家用口座に

名組合契約と同様の匿名組合契約（本

預託されるものとします。この場合、

ファンドと同様の出資対象事業の集

お客様は出金可能期間には、本ファ

合体における匿名組合契約を意味す

ンドにおいて預託されている額を上

る。以下、同様とします。
）が新たに

限として預託金の返還を請求するこ

締結されたものとし、また、（２）出

とができます。また、当該預託金に

資募集期間終了日には余剰となる金

つき、弊社に対し当初に預託されて

員であることが確認されずに、貸付実

から１年が経過した時点において残

行期間（本匿名組合契約第３条(2)号

金がある場合には、弊社から、本匿

に定める意味を有するものとします。

名組合員の口座に対し送金すること

以下、同様とします。
）終了時に当社

と

が預託を受けた金員に余剰があるこ

し

ま

す

。

なお、出金可能期間とは、初回にお

とが確認された場合（借手からの借入

客様が本契約に基づく出資金の預託

れの申込みを受けたものの、貸付けの

をした時点から匿名組合出資の募集

実行に至らなかった場合など）は、当

期間が終了する日までとし、余剰金

該余剰となる金員について、その部分

がある場合に、新たに本契約と同様

に係る本匿名組合契約を解約したう

の契約が締結された場合には、その

えで、貸付実行期間終了日の翌日に募

都度、当該契約が締結された日から

集を行う予定の本匿名組合契約と同

当該契約に係る匿名組合出資の募集

様の匿名組合契約が新たに締結され

期間が終了する日までの日を意味し

たものとし、各匿名組合契約への出資

ます。預託金の返還については、上

金として、当社の投資家用口座に預託

記の諸条件を満たす場合、営業者は、

されるものとします。以後も同様とし
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原則として出資金の返還を承諾した

ます。この場合、お客様は出金可能期

日から５営業日以内にその上限金額

間には、預託金の返還を請求すること

の範囲内で、銀行振込の方法その他

ができます。なお、出金可能期間とは、

の方法により出資金の返還を行うも

初回をお客様が本匿名組合契約に基

のとします。当該返還に要する銀行

づき出資金の預託をした時点から匿

振込手数料はお客様のご負担となり

名組合出資の出資募集期間が終了す

ます。

る日までとし、余剰金がある場合に、
新たに本匿名組合契約と同様の契約
が締結された場合には、その都度、当
該契約が締結された日から当該契約
に係る匿名組合出資の出資募集期間
が終了する日までの日を意味します。
預託金の返還については、上記の諸条
件を満たす場合、当社は、原則として
出資金の返還を承諾した日から５営
業日以内にその上限金額の範囲内で、
銀行振込の方法その他の方法により
出資金の返還を行うものとします。当
該返還に要する銀行振込手数料はお
客様のご負担となります。また、当該
預託金につき、当社に対し当初に預託
されてから１年が経過した時点にお
いて残金がある場合には、当社から、
本匿名組合員の口座に対し送金する
こととします。

４．本契約が終了した場合、営業者は、 ４．本匿名組合契約が終了した場合、当
特段の合意がない限り、営業者が清

社は、特段の合意がない限り、当社が

算人となり、ただちに本匿名組合事

清算人となり、ただちに本営業にかか

業の清算を行うものとなります。そ

る匿名組合事業の清算を行うものと

の場合の手続は、以下のとおりとな

なります。その場合の手続は、以下の

ります。

とおりとなります。

ⅰ

ⅰ

法令及び実務慣行に従い、本財

法令及び実務慣行に従い、本財産

産を処分し本事業を清算すること

を処分し本事業を清算することと

となります。本匿名組合に残余財

なります。本匿名組合に残余財産が
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産が存する時は、その全部を出資

存する時は、その全部を出資比率に

比率に応じて本匿名組合員に対し

応じて本匿名組合員に対して分配

て分配がなされるものとなりま

がなされるものとなります。残余財

す。残余財産の分配は、本財産の

産の分配は、本財産の金額（客観的

金額（客観的基準から算出した財

基準から算出した財産の評価額若

産の評価額もしくは実際の処分価

しくは実際の処分価額）から本事業

額）から本事業にかかる一切の債

にかかる一切の債務、管理手数料等

務、管理手数料、本匿名組合員の

を控除した金額を基に決定するこ

債務不履行によって営業者が被っ

ととなります。本匿名組合員に分配

た損害等を控除した金額を基に決

されるべき金額が出資金の合計額

定することとなります。本匿名組

を超える場合には、超過部分は利益

合員に分配されるべき金額が出資

の配当として支払うものとなりま

金の合計額を超える場合には、超

す。

過部分は利益の配当として支払う
ものとなります。
ⅱ

本ファンドに係る匿名組合契約

ⅱ

本ファンドに係る匿名組合契約

のうち、本契約のみが終了した場

のうち、本匿名組合契約のみが終了

合

した場合

営業者は、返還を要する出資金相

当社は、返還を要する出資金相当額

当額を限度に、本ファンドに係る

を限度に、本ファンドに係る本貸付

本貸付債権の自己貸付に振替を行

債権の自己貸付けに振替を行い、当

い、当該振替代金をもって出資金

該振替代金をもって出資金の返還

の返還を行うことができます。営

を行うことができます。当社は、当

業者は、当該振替を行う場合には、

該振替を行う場合には、以下の方法

以下の方法等に従って行います。

等に従って行います。なお、本項に

なお、本項に基づく出資金の返還

基づく出資金の返還を行った場合

を行った場合には、本匿名組合員

には、本匿名組合員は、返還すべき

は、返還すべき金額に不足が生じ

金額に不足が生じた場合であって

た場合であっても、当該不足額に

も、当該不足額に係る請求権を放棄

係る請求権を放棄するものとしま

するものとします。

す。
（ⅰ）振替の方法

（ⅰ）振替の方法
本ファンドに属する貸付債権のう

本ファンドに属する貸付債権のう

ち、正常債権（延滞が生じていな

ち、正常債権（延滞が生じていない
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い債権をいう。以下、同じとしま

債権をいう。以下、同様とします。
）

す。
）の元本を合計した金額に本匿

の元本を合計した金額に本匿名組

名組合員の出資比率を乗じた金額

合員の出資比率を乗じた金額にて、

にて、本貸付債権の全てを按分し

本貸付債権の全てを按分して自己

て自己貸付に振り替えるものとし

貸付けに振り替えるものとします。

ます。
（ⅱ）買取り後の処理

（ⅱ）振替後の処理

営業者は、本項に基づき振替を行

当社は、本項に基づき振替を行った

った貸付債権については、本ファ

貸付債権については、本ファンド内

ンド内の貸付債権と同順位のもの

の貸付債権と同順位のものとして

として取扱いかつ同様の処理を行

取扱いかつ同様の処理を行うもの

うものとし、回収金につき端数が

とし、回収金につき端数が生じた場

生じた場合には、端数の限度で、

合には、端数の限度で、本ファンド

本ファンド内の貸付債権に対し優

内の貸付債権に充当するものとし

先して充当するものとします。

ます。

５．上記３及び４における出資金等の ５．上記第３項及び第４項における出資

Ⅴ

返還について、銀行振込手数料に加

金等の返還について、銀行振込手数料

えて、別途解約手数料が生じること

に加えて、別途解約手数料が生じるこ

はありません。

とはありません。

お客様が営業者との間で締結する匿名 お客様が当社との間で締結する匿名組
組合契約から得られる利益配当金は、 合契約から得られる利益配当金は、雑所
雑所得として総合課税されます。また、 得として総合課税されます。また、他の
他の所得に合算されて通常の所得税率 所得に合算されて通常の所得税率によ
により課税となります。お客様によっ り課税となります。お客様によっては、
ては、雑所得として認識されない場合 雑所得として認識されない場合もあり、
もあり、税理士等にご確認ください。

Ⅵ

税理士等にご確認ください。

お客様は、営業者の事前の承諾無く、 お客様は、当社の事前の承諾無く、匿名
匿名組合契約に関わる出資持分を譲渡 組合契約に関わる出資持分を譲渡し、そ
し、その他の処分をすることができま の他の処分をすることができません。
せん。

Ⅶ

弊社は、ホームページ上において、営 当社は、ホームページ上において、当社
業者に対して金銭の借り入れの申し込 に対して金銭の借り入れの申し込みを
みを行った者に対して金銭の貸付けを 行った者に対して金銭の貸付けを行う
行う貸付事業への出資を行うことで、 貸付事業への出資を行うことで、資産の
19

資産の運用を行いたいという意向をお 運用を行いたいという意向をお持ちの
持ちの方（以下「投資家」と言います。） 方（以下「投資家」と言います。）を募
を募り、営業者が投資家から出資を受 り、当社が投資家から出資を受けた資金
けた資金を原資として、借入希望者に を原資として、借入希望者に貸付けを行
貸付けを行うという取引を行うに際し うという取引を行うに際して、かかる出
て、かかる出資の募集の取扱いをおこ 資の募集の取扱いをおこないます。上述
ないます。上述の取引の具体的な流れ の取引の具体的な流れは下記のとおり
は下記の通りとなります。

となります。

１．お客様は、弊社のホームページか １．お客様には、当社のホームページ等
ら投資家登録の申請を行っていただ

から投資家登録の申請を行っていた

きます。

だきます。

２．お客様は、弊社が定める本人確認 ２．お客様には、当社が定める本人確認
書類及び銀行口座の写しをＦＡＸも

書類及び銀行口座の写しをＦＡＸ若

しくはＥメールにて送信いただきま

しくはＥメールにて送信いただきま

す。その後、弊社からお客様へ本人

す。その後、当社からお客様へ本人確

確認キーを記載したハガキを簡易書

認キーを記載したハガキを簡易書留

留で送付いたしますので、受領後、

で送付いたしますので、受領後、ホー

ホームページから本人確認キーをご

ムページから本人確認キーのご入力

入力いただく事で、投資家登録が完

などをいただく事で、投資家登録が完

了します。

了します。

３．弊社のホームページ上にて、営業 ３．当社のホームページ上等にて、当社
者が行う貸付事業への匿名組合出資

が行う貸付事業への匿名組合出資の

の募集を２０●年●月●日から２０

募集を２０●●年●月●日から２０

●年●月●日まで行います。

●●年●月●日まで行います。

４．お客様は、弊社のホームページ上 ４．お客様は、当社のホームページを閲
において、希望する運用条件に合致す

覧などし、希望する運用条件に合致す

るファンドに、匿名組合出資の出資募

るファンドに、匿名組合出資の出資募

集期間内に出資申込手続を行います。

集期間内に出資申込手続を行います。

５．営業者とお客様との間で匿名組合 ５．当社とお客様との間で匿名組合契約
契約を締結します。

を締結します。

（略）

（略）
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７．弊社がホームページ上で行ってい ７．当社がホームページ上等で行ってい
る匿名組合出資の募集が終了しま

る匿名組合出資の募集が終了します。

す。
８．営業者は借手の募集を２０●年● ８．当社は借手の募集を２０●●年●月
月●日から２０●年●月●日まで行

●日から２０●●年●月●日まで行

います。

います。

９．借手が営業者に対して、借入申請 ９．借手が当社に対して、借入申請を行
を行います。

います。なお、前項の期間の終了時に
当社が預託を受けた金員に余剰があ
ることが確認された場合は、当該余剰
となる金員について、その部分に係る
本匿名組合契約を解約したうえで、前
号の期間の終了日の翌日に募集を行
う予定の本匿名組合契約と同様の匿
名組合契約（本ファンドと同様の出資
対象事業の集合体における匿名組合
契約を意味します。以下、同様としま
す。）が新たに締結されたものとし、
当該匿名組合契約への出資金として、
当社の投資家用口座に預託されるも
のとします。以後も、同様とします。

１０．営業者にて借手を審査し承認後、 １０．当社にて借手を審査し承認後、当
営業者と借手との間で金銭消費貸借

社と借手との間で金銭消費貸借契約

契約を締結します。

を締結します。

１１．弊社は営業者が締結した金銭消 １１．当社は当社が締結した金銭消費貸
費貸借契約に従って、貸付額分を投

借契約に従って、貸付額分を投資家用

資家用口座から営業者の貸金用口座

口座から当社の貸金用口座へ送金し

へ送金します。

ます。

１２．営業者は貸付けを実行します。
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１２．当社は貸付けを実行します。

１３．営業者の貸付が終了します。

１３．当社の貸付けが終了します。なお、
第８項の期間の終了時に余剰となる金

１４．お客様が弊社へ預託した金員に 員であることが確認されずに、貸付実行
余剰がある場合は、当該余剰金部分 期間（本匿名組合契約第３条(2)号に定
に係る本契約を解約し重要事項説明 める意味を有します。以下、同様としま
書を交付したうえで、新たに本契約 す。）終了時に当社が預託を受けた金員
と同様の匿名組合契約が締結された に余剰があることが確認された場合（借
ものとし、当該匿名組合契約への出 手からの借入れの申込みを受けたもの
資金として、弊社の投資家用口座に の、貸付けの実行に至らなかった場合な
預託されるものとします。

ど）は、当該余剰となる金員について、
その部分に係る本匿名組合契約を解約
したうえで、貸付実行期間終了日の翌日
に募集を行う予定の本匿名組合契約と
同様の匿名組合契約が新たに締結され
たものとし、当該匿名組合契約への出資
金として、当社の投資家用口座に預託さ
れるものとします。以後も同様としま
す。

１５．営業者は、借手から返済を受け １４．当社は、借手から返済を受けます。
ます。なお、営業者は、別紙「貸付

なお、当社は、別紙「貸付要項」記載

要項」記載のとおり、本ファンドそ

のとおり、本ファンドその他の同様の

の他の同様の目的に基づくファンド

目的に基づくファンドにおいて、同一

において、同一の借手に対して複数

の借手に対して複数回の貸付けを実

回の貸付けを実行し、又は、実行す

行し、又は、実行することを予定して

ることを予定しているところ、借手

いるところ、借手からの返済金が同一

からの返済金が同一の借手に対する

の借手に対する複数の貸付債権の遅

複数の貸付債権の遅延損害金及び金

延損害金及び金銭消費貸借契約に関

銭消費貸借契約に関する費用、利息、

する費用、利息、元金の返済に不足す

元本の返済に不足する場合には、適

る場合には、適用法令その他に反しな

用法令その他に反しない限度におい

い限度において、以下の順序により、

て、以下の順序により、弁済期日の

弁済期日の到来した各ファンドにお

到来した各ファンドにおける当該借

ける当該借手に対する個々の債権の

手に対する個々の債権の金額の割合

金額の割合に応じて、充当するものと

に応じて、充当するものとします。

します。

①遅延損害金及び金銭消費貸借契約

①遅延損害金及び金銭消費貸借契約
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に関する費用

に関する費用
②利息

②利息

③元本

③元金

１６．計算期間毎に出資金の返還及び １５．計算期間毎に出資金の返還及び利
利益の配当がある場合には、営業者

益の配当がある場合には、当社の分配

の分配用口座へ分配いたします。

用口座へ分配いたします。

１７．お客様は分配金を出金するか別

１６．お客様は分配金を出金するか別の

の匿名組合への出資金として弊社の

匿名組合への出資金として当社の投

投資家用口座へ預託するかを選択で

資家用口座へ預託するかを選択でき

きます。

ます。

なお、営業者は、別紙「貸付要項」

なお、当社は、別紙「貸付要項」記載

記載の各事項を前提として、以下のと の各事項を前提として、以下のとおり借
おり借入希望者に対する貸付けを行う 入希望者に対する貸付けを行うことに
ことになります。
①

なります。

営業者が定める基準により借手

①

の審査を行います。
②

審査を行います。

営業者が定める内容にて当該金

②

銭消費貸借契約を締結します。
③

当社が定める基準により借手の

出資募集期間経過後に借手への

当社が定める内容にて当該金銭
消費貸借契約を締結します。

③

出資募集期間経過後に借手への

貸付に必要な資金は、本ファン

貸付けに必要な資金は、本ファン

ドに係る匿名組合契約の締結時

ドに係る匿名組合契約の締結時

期（「前記Ⅳ第３項のとおり、

期（前記Ⅳ「契約終了事由につい

新たに本契約と同様の匿名組合

て」第３項のとおり、新たに本匿

契約が締結された場合には、当

名組合契約と同様の匿名組合契

初の匿名組合契約の締結時期）

約が締結された場合には、当初の

が早い者の出資金から貸付けの

匿名組合契約の締結時期）が早い

実行資金として充てられ、営業

者の出資金から貸付けの実行資

者が指定した期日に貸付を実行

金として充てられ、当社が指定し

します。

た期日に貸付けを実行します。
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④

審査で承認した借手が存在する

④

審査で承認した借手が存在する

場合であっても、営業者は貸付

場合であっても、当社は貸付けを

けを実行しないことがありま

実行しないことがあります。

す。
また、お客様には、当社が、本営業に
おける事業と同様の基準・方法等によ
り、固有財産、又は、本ファンドに係る
匿名組合契約以外の匿名組合契約にお
ける資金をもとに貸付けを実行するこ
とがあること、及び、本ファンドに係る
出資金、固有財産、又は、本ファンドに
係る匿名組合契約以外の匿名組合契約
における資金のいずれでも貸付けを実
行できる場合において、いずれから貸付
けを実行するかは、当社の裁量に委ねら
れることを承諾していただくことにな
ります。
また、当社は、お客様からの出資金の
預託を受ける口座（投資家用口座）、本
営業の遂行の為にのみ使用する口座（貸
金用口座）及びお客様への出資金の返還
及び利益の配当をするための口座（分配
用口座）で管理及び保管された金員に
は、利息を付さないものとします。
Ⅷ

３．出資対象事業持分取引契約の締結 ３．出資対象事業持分取引契約の締結の
の申込に関する事項

申込に関する事項

お客様は営業者との間で匿名組合契

お客様には当社との間で匿名組合契

約を締結するために、本ホームページ 約を締結するために、本ホームページ上
上の専用ページから投資家登録の申請 の専用ページから投資家登録の申請を
を行い、弊社が定める本人確認書類（運 行い、当社が定める本人確認書類（運転
転免許書、健康保険証、パスポート、 免許書、健康保険証、パスポート、住民
住民票の写し等）及び銀行口座の写し 票の写し等）及び銀行口座の写しをＦＡ
をＦＡＸもしくはＥメールにて送信い Ｘ若しくはＥメールにて送信いただき
ただきます。その後、弊社からお客様 ます。その後、当社からお客様へ本人確
へ本人確認キーを記載したハガキを簡 認キーを記載したハガキを簡易書留で
易書留で送付いたしますので、受領後、 送付いたしますので、受領後、ホームペ
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ホームページから本人確認キーをご入 ージから本人確認キーをご入力いただ
力いただく事で、投資家登録・投資家 く事で、投資家登録・投資家用口座の開
用口座の開設が完了します。お客様は、 設が完了します。お客様には、ログイン
ログイン後、希望するファンドと出資 後、希望するファンドと出資金額を選択
金額を選択いただきます。匿名組合契 いただきます。匿名組合契約が締結され
約が締結された後に、お客様は弊社の た後に、お客様は当社の投資家用口座へ
投資家用口座へ出資金を送金します 出資金を送金します（必要な銀行送金手
（必要な銀行送金手数料はお客様の負 数料はお客様の負担とします）。匿名組
担とします）。匿名組合への出資募集 合への出資募集終了後、貸付実行時に、
終了後、貸付実行時に、弊社は投資家 当社は投資家用口座から貸付実行に必
用口座から貸付実行に必要な額を、営 要な額を、当社の貸金用口座に対して送
業者の貸金用口座に対して送金するも 金するものとします。なお、当社の貸金
のとします。なお、営業者の貸金用口 用口座に対して送金された時点をもっ
座に対して送金された時点をもって、 て、本匿名組合契約に基づく出資がなさ
本契約に基づく出資がなされ、本契約 れ、本匿名組合契約に基づく運用が始ま
に基づく運用が始まることになりま ることになります。
す。
４．出資又は拠出をする金銭の払込み ４．出資又は拠出をする金銭の払込みに
関する事項

に関する事項

お客様には、締結された匿名組合契 お客様には、締結された匿名組合契約の
約の定めに基づき、お客様毎に個別に 定めに基づき、お客様毎に個別に当社へ
弊社へ開設された投資家用口座に出資 開設された投資家用口座に出資金を送
金を送金いただきます（必要な銀行送 金いただきます（必要な銀行送金手数料
金手数料はお客様の負担とします）。 はお客様の負担とします）。なお、匿名
なお、匿名組合契約に定める条件に従 組合契約に定める条件に従って、出資金
って、出資金全額の送金がなされない 全額の送金がなされない場合には、匿名
場合には、匿名組合契約は当然に終了 組合契約は当然に終了することになり
するものとします。

ます。

５．出資対象事業持分にかかる契約期 ５．出資対象事業持分にかかる契約期
間

間
お客様と営業者との間で締結する匿

お客様と当社との間で締結する匿名

名組合契約の期間は、原則として、お 組合契約の期間は、原則として、お客様
客様の匿名組合契約の申込みに対して の匿名組合契約の申込みに対して当社
営業者が承諾した日から開始し、営業 が承諾した日から開始し、当社が行う貸
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者が行う貸付契約の返済期間である融 付契約の返済期間である融資実行日よ
資実行日より 13 ヶ月後の約定返済日 り１３ヶ月後の約定返済日である２７
である 27 日をもって終了します。た 日をもって終了します。ただし、前記「Ⅳ
だし、前記「Ⅳ

契約終了事由につい 契約終了事由について」に記載した事由

て」に記載した事由が生じた場合には、 が生じた場合には、前述の期間前に匿名
前述の期間前に匿名組合契約が終了す 組合契約が終了する場合があります。ま
る場合があります。また、借手の返済 た、借手の返済が遅延した場合や、債務
が遅延した場合や、債務不履行となっ 不履行となった場合には、本匿名組合契
た場合には、本契約期間を超えて契約 約期間を超えて契約が継続する場合が
が継続する場合があります。なお、匿 あります。なお、匿名組合契約が終了し
名組合契約が終了した場合には、その た場合には、その後清算手続きが行われ
後清算手続きが行われます。この清算 ます。この清算手続き終了後に残余財産
手続き終了後に残余財産があればお客 があればお客様に分配されます。
様に分配されます。
６．出資対象事業持分にかかる解約に ６．出資対象事業持分にかかる解約に関
関する事項

する事項

お客様は出資募集期間中は、本ファ

お客様は出資募集期間中は、本ファン

ンドにおいて預託されている額を上限 ドにおいて預託されている額を上限と
として預託金の返還を請求することが して預託金の返還を請求することがで
できます。ただし、出資金の返還時の きます。ただし、出資金の返還時の事務
事務手数料の額は、一律４２０円にな 手数料の額は、一律４２０円になりま
ります。当該預託金につき、弊社に対 す。当該預託金につき、当社に対し当初
し当初に預託されてから１年が経過し に預託されてから１年が経過した時点
た時点において残金がある場合には、 において残金がある場合には、当社か
弊社から、本匿名組合員の口座に対し ら、本匿名組合員の口座に対し送金する
送金することとします。ただし、この こととします。ただし、この場合には、
場合には、出資金の返還時の事務手数 出資金の返還時の事務手数料は発生い
料は発生いたしましせん。なお、これ たしましせん。なお、これらの預託金の
らの預託金の返還時期は、営業者が別 返還時期は、当社が別途定める時期と
途定める時期とし、返還に関して利息 し、返還に関して利息は付されないこと
は付されないことになります。

になります。

また、匿名組合契約当事者の一方が、

また、匿名組合契約当事者の一方が、

匿名組合契約のいずれかの条項に違反 匿名組合契約のいずれかの条項に違反
し、相手方当事者が相当期間内にこれ し、相手方当事者が相当期間内にこれを
を是正すべき旨の書面による催告をな 是正すべき旨の書面による催告をなし
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したにもかかわらず、かかる是正期間 たにもかかわらず、かかる是正期間内に
内に当該違反が是正されなかった場 当該違反が是正されなかった場合、相手
合、相手方当事者は匿名組合契約を解 方当事者は匿名組合契約を解除するこ
除することができます。

とができます。

（略）

（略）

８．お客様の権利及び義務に関する事 ８．お客様の権利及び義務に関する事
項

項

① お客様は営業者に対して、商法５

① お客様は当社に対して、商法５３

３９条の規定に従い、本貸付事業

９条の規定に従い、本貸付事業に

にかかる財産の状況について検査

かかる財産の状況について検査

することが出来ます。

することが出来ます。

② 本貸付事業にかかる財産の所有権

② 本貸付事業にかかる財産の所有

は全て営業者に帰属します。

権は全て当社に帰属します。

（略）
④

Ⅸ

（略）

営業者は、本貸付事業につき、損

④

当社は、本貸付事業につき、損失

失が発生した場合には、お客様は、

が発生した場合には、お客様は、

出資比率に応じて損失を負担しま

出資比率に応じて損失を負担し

す。

ます。

（略）

（略）

１．出資対象事業の内容及び運営の方

１．出資対象事業の内容及び運営の方
針

針
お客様が出資する対象事業は、営業

お客様が出資する対象事業は、当社

者が、お客様の出資金を用いて、お客 が、お客様の出資金を用いて、お客様が
様が指定する同じ属性を持った複数の 指定する同じ属性を持った複数の借手
借手との間で金銭消費貸借契約を締結 との間で金銭消費貸借契約を締結し、金
し、金銭を貸し付け、その元本返済及 銭を貸し付け、その元金返済及び利息等
び利息等の支払を受ける貸付事業とな の支払を受ける貸付事業となります。当
ります。営業者は、東京都より貸金業 社は、東京都より貸金業の登録を受けた
の登録を受けた貸金業者であり（東京 貸金業者であり（東京都知事（１）３１
都知事（１）３１３６０号）、上記貸 ３６０号）、上記貸付事業に対して、貸
付事業に対して、貸金業法（昭和５８ 金業法（昭和５８年法律第３２号）に則
年法律第３２号）に則り、資金需要者 り、資金需要者等の利益を尊重し、適正
等の利益を尊重し、適正に運営して参 に運営して参ります。
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ります。
２．出資対象事業となる貸付事業の運 ２．出資対象事業となる貸付事業の運営
営体制の概要

体制の概要

①金銭の貸付業務に関わる体制

①金銭の貸付業務に関わる体制

営業者の貸金業務部が当該業務を担

当社の貸金業務部が当該業務を担当

当します。ただし、第三者に委託す

します。ただし、第三者に委託するこ

ることがあります。

とがあります。

②貸付金元金及び利息金等の回収業

②貸付金元金及び利息金等の回収業

務に関わる体制

務に関わる体制

営業者の貸金業務部が当該業務を担

当社の貸金業務部が当該業務を担当

当します。ただし、第三者に委託す

します。ただし、第三者に委託するこ

ることがあります。

とがあります。

③回収金等の分配業務に関わる体制

③回収金等の分配業務に関わる体制

営業者の貸金業務部が当該業務を担

当社の貸金業務部が当該業務を担当

当します。ただし、第三者に委託す

します。ただし、第三者に委託するこ

ることがあります。

とがあります。

（略）

（略）

５．出資対象事業から生ずる収益の配

５．出資対象事業から生ずる収益の配当

当又は出資対象事業に係る財産の分

又は出資対象事業に係る財産の分配

配の方針

の方針

営業者は、本貸付事業を行うにあた

当社は、本貸付事業を行うにあたっ

って、各計算期間において利益又は

て、各計算期間において利益又は損失

損失が生じた場合は、お客様に、出

が生じた場合は、お客様に、出資比率

資比率に応じて配当を行い、又は負

に応じて配当を行い、又は負担をして

担をしていただきます。但し、前計

いただきます。ただし、前計算期間か

算期間からの損失がある場合には、

らの損失がある場合には、その損失を

その損失を控除して当計算期間の利

控除して当計算期間の利益を算定し

益を算定します。

ます。

６．事業年度、計算期間その他これに
類する期間

６．事業年度、計算期間その他これに類
する期間
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本匿名組合契約における営業の会計

本契約における営業の会計期間及び

事業年度は、４月１日から翌年の３月 期間及び事業年度は、４月１日から翌年
末日までとします。営業者とお客様と の３月末日までとなります。当社とお客
の間における匿名組合契約においての 様との間における匿名組合契約におい
計算期間は、毎月、１１日から翌月１ ての計算期間は、毎月１１日（最初の計
算期間については、本契約締結日）から

０日までの１ヶ月間とします。

翌月１０日までの各期間となります。
出資対象事業に関わる手数料等の徴 ７．出資対象事業に関わる手数料等の徴
収方法及び租税に関する事項
①

②

収方法及び租税に関する事項

管理手数料その他費用のお支払い

①

管理手数料その他費用のお支払い

営業者は、毎月１５日（休日の場合

当社は、毎月１５日（休日の場合は翌

は翌営業日）に分配用口座へ分配す

営業日）に分配用口座へ分配する時

る時に、管理手数料を受領させて頂

に、管理手数料を受領させて頂きま

きます。

す。

租税に関する事項

②

租税に関する事項

お客様並びに営業者は、お客様と営

お客様及び当社は、お客様と当社との

業者との間で行われる取引に関して

間で行われる取引に関して課される

課される租税の全て（お客様に対し

租税の全て（お客様に対して行われる

て行われる利益の配当に課される税

利益の配当に課される税金を含む）に

金を含む）について、自ら負担する

ついて、自ら負担するものとします。

ものとします。ただし、借手の返済

ただし、借手の返済が遅延した場合に

が遅延した場合には、営業者が未回

は、当社が未回収分の利息収入に関す

収分の利息収入に関する公租公課を

る公租公課を負担するものとし、その

負担するものとし、その後、借手か

後、借手から返済があった場合は、当

ら返済があった場合は、営業者が負

社が負担し又は負担することとなる

担し又は負担することとなる公租公

公租公課、手数料を控除した収益を匿

課、手数料を控除した収益を匿名組

名組合員に分配します。なお、お客様

合員に分配します。なお、お客様は、

は、適用ある税法の規定に従い、お客

適用ある税法の規定に従い、お客様

様に対して行われる利益の配当に対

に対して行われる利益の配当に対し

して課される税金相当額を当社が源

て課される税金相当額を営業者が源

泉徴収することに同意するものとし

泉徴収することに同意するものとし

ます。

ます。
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８．分別管理の方法

７．分別管理の方法
営業者は、匿名組合員の出資金を、

当社は、匿名組合員から預託を受けた

金融商品取引法第４０条の３及び金融 金員及び出資金を、金融商品取引法第４
商品取引業等に関する内閣府令第 125 ０条の３及び金融商品取引業等に関す
条の規定により、営業者が行う本事業 る内閣府令第１２５条の規定に従い、当
と同種の他の匿名組合について出資を 社の固有財産を保管する銀行預金口座
受けた出資金及び営業者の固有財産を とは別の銀行預金口座に預金して、当社
保管する銀行預金口座とは別の銀行預 の固有財産、及び、当社が行う本事業と
金口座に預金し、分別管理します。営 同種の他の匿名組合における預託金及
業者は、匿名組合員の出資金等その他 び出資金と分別管理します。当社は、匿
本貸付事業に関わる財産を、本事業と 名組合員の預託金及び出資金等その他
同種の他の匿名組合に関する出資金等 本貸付事業に関わる財産を、（１）当社
及び営業者の固有財産と適切に区分し の固有財産、並びに、（２）本事業と同
て経理処理いたします。

種の他の匿名組合に関する①預託金、及
び、②出資金等と適切に区分して経理処
理いたします。
＜預託金＞

預金口座に係る銀行名： 株 式 会 社 三 預金口座に係る銀行名：株式会社三井住
井住友銀行

友銀行
預金口座に係る営業所の名称：丸ノ内支
店

預金口座に係る営業所の所在地： 東

預金口座に係る営業所の所在地：東京都

京都千代田区大手町１丁目２番３号

千代田区大手町１丁目２番３号

預金の名義：ＳＢＩソーシャルレンデ 預金の名義：ＳＢＩソーシャルレンディ
ィング株式会社

ング株式会社

預金を特定するために必要な事項：以 預金を特定するために必要な事項 ： ＜
下の弊社の被振込専用口座番号で特定 預金の種類＞

普通預金

＜口 座 番 号＞

された金銭のうち、営業者名義の口座

●●

（口 座 番 号：6889650）に入金され 被振込専用口座番号を●●●●●とし
た金銭、又は、当該金銭を原資として て上記預金口座に振り込まれた金銭
実行された貸付けの回収金等のうち、 ＜出資金＞
営業者名義の口座（口座番号：6903328 預金口座に係る銀行名：株式会社三井住
又は 6903317）に入金された金銭

友銀行
預金口座に係る営業所の名称：丸ノ内支
店
預金口座に係る営業所の所在地：東京都
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千代田区大手町１丁目２番３号
預金の名義：ＳＢＩソーシャルレンディ
ング株式会社
預金を特定するために必要な事項：上記
＜預託金＞の被振込専用口座番号で特
定された金銭のうち、この＜出資金＞記
載の当社名義の口座（口座の種類：普通
預金、口座番号：６８８９６５０）に入
金された金銭、又は、当該金銭を原資と
して実行された貸付けの回収金等のう
ち、この＜出資金＞記載の当社名義の口
座（口座の種類：普通預金、口座番号：
６９０３３２８）に入金された金銭
削除
弊社は、匿名組合員の出資金を、金融
商品取引法第４０条の３及び金融商品
取引業等に関する内閣府令第１２５条
の規定により、営業者が行う本事業と
同種の他の匿名組合について出資を受
けた出資金及び営業者の固有財産を保
管する銀行預金口座とは別の銀行預金
口座に預金し、分別管理します。弊社
は、匿名組合員の出資金等その他本貸
付事業に関わる財産を、本事業と同種
の他の匿名組合に関する出資金等及び
営業者の固有財産と適切に区分して経
理処理いたします。
具体的には、下記のとおり、銀行預金
口座に保管する方法により管理しま
す。
預金口座に係る銀行名： 株 式 会 社 三
井住友銀行
預金口座に係る営業所の所在地： 東
京都千代田区大手町１丁目２番３号
預金の名義：ＳＢＩソーシャルレンデ
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ィングサポート株式会社
預金を特定するために必要な事項；被
振込専用口座番号を●●●●●として なお、当社は、上記のとおり当社の銀行
預金口座を適切に開設及び維持するこ

振り込まれた金銭

なお、弊社及び営業者は、上記のとお となどにより、匿名組合員の預託金及び
り営業者又は弊社の銀行預金口座を適 出資金について、金融商品取引法第４０
切に開設及び維持することなどによ 条の３及び金融商品取引業等に関する
り、匿名組合員の出資金について、金 内閣府令第１２５条の規定に従った分
融商品取引法第４０条の３及び金融商 別管理を行っています。
品取引業等に関する内閣府令第１２５ 当社は、随時、上記の銀行預金口座の通
条の規定に従った分別管理を行ってい 帳を確認し、また経理担当者に対する聞
ます。

き取り調査を行うなどして、当該分別管

弊社は、随時、上記の銀行預金口座の 理がなされている状況であることの確
通帳を確認し、また経理担当者に対す 認をしております。
る聞き取り調査を行うなどして、当該
分別管理がなされている状況であるこ
との確認をしております。
Ⅹ

（略）

（略）

２．出資対象事業持分の総額

２．出資対象事業持分の総額

当該匿名組合における貸付事業に

当該匿名組合における貸付事業にて、

て、借手に対して行う貸付の総額とな 借手に対して行う貸付けの総額となり
ります。

ます。

（略）

（略）

４．出資金の返還及び利益の配当に関 ４．出資金の返還及び利益の配当に関す
する事項

る事項

①営業者から匿名組合へ出資された

①当社から匿名組合へ出資されたお

お客様に対する出資金の返還及び

客様に対する出資金の返還及び利

利益の配当の総額は、当該匿名組

益の配当の総額は、当該匿名組合の

合の貸付事業における、借手に対

貸付事業における、借手に対する貸

する貸付金、貸付利率、貸付期間

付金、貸付利率、貸付期間に従って

に従って決定されることとなり、

決定されることとなり、お客様への

お客様への出資金の返還及び利益

出資金の返還及び利益の配当の額

の配当の額は、当該匿名組合への

は、当該匿名組合へのお客様の出資

お客様の出資比率に応じて決定さ

比率に応じて決定されることとな
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れることとなります。

ります。

②出資金の返還及び利益の配当等の

②出資金の返還及び利益の配当等の

支払い方法は、分配金の計算を翌

支払い方法は、分配金の計算を１０

月１０日で締め、１５日（休日の

日で締め、１５日（休日の場合は翌

場合は翌営業日）に営業者の分配

営業日）に当社の分配用口座へ振り

用口座へ振り替えます。

替えます。

③利益の配当に対しては、支払時に

③利益の配当に対しては、支払時に２

２０％の源泉所得税が徴収されま

０％の源泉所得税が徴収されます。

す。なお、税率は平成２２年１０

なお、税率は２０１２年７月現在の

月現在のものであり、将来にわた

ものであり、将来にわたって保証さ

って保証されるものではありませ

れるものではありません。
（略）

ん。
（略）

６．出資対象事業持分一単位当たりの ６．出資対象事業持分一単位当たりの総
総資産額、純損益額及び利益の配当

資産額、純損益額及び利益の配当等の

等の金額

金額

出資対象事業持分は分割されていな

出資対象事業持分は分割されていな

いため、当該総資産額及び純損益額は いため、当該総資産額及び純損益額は上
上記５のとおりであり、また、出資金 記第５項のとおりであり、また、出資金
の返還及び利益の配当等は上記４のと の返還及び利益の配当等は上記第４項
おりです。

のとおりです。

（略）

（略）

８．出資対象事業が有価証券以外の資 ８．出資対象事業が有価証券以外の資産
産に対する投資を行う事業であるも

に対する投資を行う事業であるもの

のである場合にあっては、当該資産

である場合にあっては、当該資産に関

に関する事項

する事項

（略）

（略）

（２）資産の金額の評価方法

（２）資産の金額の評価方法

お客様の出資の対象となるのは、借

お客様の出資の対象となるのは、借手

手に対する貸付債権であり、その金額 に対する貸付債権であり、その金額は当
は営業者が借手に貸し付けた金額で 社が借手に貸し付けた金額です。この金
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す。この金額が貸付債権の評価額とな 額が貸付債権の評価額となります。
ります。
Ⅻ

営業者の概要

当社の概要

（略）

（略）
本店所在地：〒１０２－００７３

東京

都千代田区九段北１－８－１０ 住友不
動産九段ビル９Ｆ
資本金 ：１億３４５０万円

資本金：１億３５４０万円

主な事業：貸金業

主な事業：第二種金融商品取引業、貸金
業

登録番号：東京都知事（１）３１３６ 登録番号：関東財務局長（金商）第２６
０号

６３号、東京都知事（１）３１３６０号
金融商品取引業協会： 無し

（略）

（略）

連絡先：電話番号:０３－３５６８－２ 連絡先：電話番号:０３－３２６２－２
９４７

９４３

ＦＡＸ番号:０３－３５８４－５１３ ＦＡＸ番号:０３－３２６２－２８２７
（略）

０
（略）
ⅩⅢ

削除
別紙「貸付要項」

1

本ファンドにおける営業者の貸付けの

本ファンドにおける当社の貸付けの要

要項は、以下のとおりとします。

項は、以下のとおりとします。

営業者は、借手が営業者に対して現在 営業者は、借手が営業者に対して現在及
および将来負担するＳＢＩＳＬ証券担 び将来負担するＳＢＩＳＬ証券担保ロ
保ローンにかかる一切の債務を共通に ーンにかかる一切の債務を共通に担保
担保するものとして、提携証券会社の するものとして、提携証券会社の証券取
証券取引口座（振替決済口座）に現在 引口座（振替決済口座）に現在及び将来
および将来保有する有価証券（国内の 保有する有価証券（国内の金融商品取引
金融商品取引所に上場されている株券 所に上場されている株券のうち、営業者
のうち、営業者が適当と認めるもの） が適当と認めるもの）について、営業者
について、営業者を権利者とする根質 を権利者とする根質権を設定する。
権を設定する。

3

元金、利息および遅延損害金等

元金、利息及び遅延損害金等

（略）

（略）
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（2）借手は、本契約（ＳＢＩＳＬ証券 （2）借手は、本契約（ＳＢＩＳＬ証券
担保ローンの極度方式基本契約を意

担保ローンの極度方式基本契約を意

味する。以下、同じ。
）の契約期間中、

味する。以下、同じ。
）の契約期間中、

営業者に対して 3 銀行営業日（土曜、

営業者に対して 3 銀行営業日（土曜、

日曜、国民の祝日および法令等によ

日曜、国民の祝日及び法令等により日

り日本において銀行が休業すること

本において銀行が休業することを認

を認められ、または休業することを

められ、又は休業することを義務づけ

義務づけられている日以外の日を意

られている日以外の日を意味する。）

味する。
）前までに通知した場合に限

前までに通知した場合に限り、融資金

り、融資金元金の全部または一部を

元金の全部又は一部を繰り上げ返済

繰り上げ返済することができる。な

することができる。なお、借手が融資

お、借手が融資金元金の全部を返済

金元金の全部を返済する場合には、当

する場合には、当該繰り上げ返済を

該繰り上げ返済を行う日までに第(3)

行う日までに第 6 項に基づいて発生

号に基づいて発生する経過利息を付

する経過利息を付して行われるもの

して行われるものとし、一部を返済す

とし、一部を返済する場合には、返

る場合には、返済金は全て元金に充当

済金は全て元金に充当されることと

されることとし、返済日の翌日以降は

し、返済日の翌日以降は残元金に基

残元金に基づく利息が計算されるこ

づく利息が計算されることとする。

ととする。

（3）利率、利息計算および利息の返済 （3）利率、利息計算及び利息の返済方
方法

法

（略）

（略）

（5）
（略）

（5）
（略）

ア（略）

ア（略）

⑥ (ⅰ)借手が担保有価証券を売却

⑥ (ⅰ)借手が担保有価証券を売却し

したことにより、担保有価証券の

たことにより、担保有価証券の時価

時価額に対する融資残高の割合が

額に対する融資残高の割合が 60％

60％（一銘柄の時価額の割合が時

（一銘柄の時価額の割合が時価額

価額合計の 70％以上を占める場

合計の 70％以上を占める場合は

合は 50％）以上となる場合、また

50％）以上となる場合、又は、(ⅱ)

は、(ⅱ) 担保有価証券の時価額に

担保有価証券の時価額に対する融
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対する融資残高の割合が 60％（一

資残高の割合が 60％（一銘柄の時

銘柄の時価額の割合が時価額合計

価額の割合が時価額合計の 70％以

の 70％以上を占める場合は 50％）

上を占める場合は 50％）以上とな

以上となっているときに借手が担

っているときに借手が担保有価証

保有価証券を売却した場合に、当

券を売却した場合に、当該担保有価

該担保有価証券の売却代金のう

証券の売却代金のうち、返済に充当

ち、返済に充当することで残存す

することで残存する担保有価証券

る担保有価証券の時価額に対する

の時価額に対する融資残高の割合

融資残高の割合を 60%（一銘柄の

を 60%（一銘柄の時価額の割合が時

時価額の割合が時価額合計の

価額合計の 70％以上を占める場合

70％以上を占める場合は 50％）未

は 50％）未満とするために必要な

満とするために必要な金額として

金額として営業者が指定する金額

営業者が指定する金額（以下「担

（以下「担保維持率必要額」とい

保維持率必要額」という。
）を返済

う。）を返済に充当（以下「任意売

に充当（以下「任意売却返済」と

却返済」という。）する方法。
（略）

いう。）する方法。
（略）
イ

依頼売却返済は、営業者が、提

イ

依頼売却返済は、営業者が、提携
証券会社に対し、借手の証券取引口

引口座から担保有価証券の売却に

座から担保有価証券の売却による

よる売却代金のうち営業者が指定

売却代金のうち営業者が指定する

する返済必要額に相当する金銭の

返済必要額に相当する金銭の引出

引出しを請求し、当該売却にかか

しを請求し、当該売却にかかる受渡

る受渡日に当該返済必要額を提携

日に当該返済必要額を提携証券会

証券会社から受け取り、本契約に

社から受け取り、本契約に基づく債

基づく債務の返済に充当すること

務の返済に充当することにより行

により行うものとする。借手は、

うものとする。借手は、本契約の締

本契約の締結により、上記の提携

結により、上記の提携証券会社に対

証券会社に対する引出請求および

する引出請求及びその受領に関す

その受領に関する一切の件を営業

る一切の件を営業者に委任するも

者に委任するものとする。

のとする。

ウ

携証券会社に対し、借手の証券取

強制売却返済は、営業者が、借

ウ

強制売却返済は、営業者が、借手

手への事前の通知を行うことなく

への事前の通知を行うことなく根

質権の実行を行い、提携証券会社

質権の実行を行い、提携証券会社に
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に対し、質権の実行による担保有

対し、根質権の実行による担保有価

価証券の売却代金のうち営業者が

証券の売却代金のうち営業者が指

指定する返済必要額に相当する金

定する返済必要額に相当する金銭

銭の引出しを請求し、当該売却に

の引出しを請求し、当該売却にかか

かかる受渡日に当該返済必要額を

る受渡日に当該返済必要額を提携

提携証券会社から受け取り、本契

証券会社から受け取り、本契約に基

約に基づく債務の返済に充当する

づく債務の返済に充当することに

ことにより行うものとする。借手

より行うものとする。借手は、本契

は、本契約の締結により、上記の

約の締結により、上記の提携証券会

提携証券会社に対する引出請求お

社に対する引出請求及びその受領

よびその受領に関する一切の件を

に関する一切の件を営業者に委任

営業者に委任するものとする。

するものとする。

エ

預り金返済は、営業者が、提携

エ

預り金返済は、営業者が、提携証

証券会社に対し、借手の証券取引

券会社に対し、借手の証券取引口座

口座から返済申込額に相当する金

から返済申込額に相当する金銭の

銭の引出しを請求し、当該返済申

引出しを請求し、当該返済申込額を

込額を提携証券会社から受け取

提携証券会社から受け取り、本契約

り、本契約に基づく債務の返済に

に基づく債務の返済に充当する。借

充当する。借手は、本契約の締結

手は、本契約の締結により、上記の

により、上記の提携証券会社に対

提携証券会社に対する引出請求及

する引出請求およびその受領に関

びその受領に関する一切の件を営

する一切の件を営業者に委任する

業者に委任するものとする。

ものとする。
オ

任意売却返済は、営業者が、借

オ

任意売却返済は、営業者が、借手

手への事前の通知を行うことな

への事前の通知を行うことなく、提

く、提携証券会社に対し、借手の

携証券会社に対し、借手の証券取引

証券取引口座から担保有価証券の

口座から担保有価証券の売却代金

売却代金のうち営業者が指定する

のうち営業者が指定する担保維持

担保維持率必要額に相当する金銭

率必要額に相当する金銭の引出し

の引出しを請求し、当該担保有価

を請求し、当該担保有価証券の売却

証券の売却に係る受渡日に当該担

に係る受渡日に当該担保維持率必

保維持率必要額を提携証券会社か

要額を提携証券会社から受け取り、

ら受け取り、本契約に基づく債務

本契約に基づく債務の返済に充当

の返済に充当することにより行う

することにより行うものとする。借
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ものとする。借手は、本契約の締

手は、本契約の締結により、上記の

結により、上記の提携証券会社に

提携証券会社に対する引渡請求及

対する引渡請求およびその受領に

びその受領に関する一切の件を営

関する一切の件を営業者に委任す

業者に委任するものとする。

るものとする。
4

担保不足（担保有価証券の時価額に対 担保不足（担保有価証券の時価額に対す
する融資残高の割合が 70％（一銘柄の る融資残高の割合が 70％（一銘柄の時
時価額の割合が時価額合計の 70％以 価額の割合が時価額合計の 70％以上を
上を占める場合は 60％）以上となる状 占める場合は 60％）以上となる状態を
態をいう。
）となった場合には､借手は、 いう。）となった場合には､借手は、営業
営業者からの請求により、直ちに営業 者からの請求により、直ちに営業者が適
者が適当と認める担保を追加差入れま 当と認める担保を追加差入れ又は融資
たは融資金の一部を返済しなければな 金の一部を返済しなければならない。
らない。

5

（略）

（略）

（1）一般に適当と認められる価格、時 （1）一般に適当と認められる価格、時
期および方法等により任意に処分の

期及び方法等により任意に処分のう

うえ、ＳＢＩＳＬ証券担保ローンの

え、ＳＢＩＳＬ証券担保ローンの返済

返済に充当すること。

に充当すること。

（2）借手に対するＳＢＩＳＬ証券担保 （2）借手に対するＳＢＩＳＬ証券担保
ローンの全部または一部の返済とし

ローンの全部又は一部の返済として

て担保有価証券を取得すること。

担保有価証券を取得すること。

（3）担保有価証券の配当または償還金 （3）担保有価証券の配当又は償還金そ

6

その他担保有価証券に基づく一切の

の他担保有価証券に基づく一切の債

債権を直接取立て、またはかかる債

権を直接取立て、又はかかる債権に関

権に関する支払金を借手に代理して

する支払金を借手に代理して受領す

受領すること。

ること。

（略）

（略）

①

①

債務の返済を１回または一部で
も怠ったとき。

怠ったとき。

（略）
④

債務の返済を１回又は一部でも

（略）

支払の停止、支払不能若しくは
債務超過となったときまたは破産
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④

支払の停止、支払不能若しくは債
務超過となったとき又は破産手続

手続開始、民事再生手続開始、会

開始、民事再生手続開始、会社更生

社更生手続開始若しくは特別清算

手続開始若しくは特別清算開始等

開始等の申立てがあったとき。

の申立てがあったとき。
（略）

（略）
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