株式投資型クラウドファンディング業務に関する取扱要領
株式会社日本クラウドキャピタル
当社は、日本証券業協会の自主規制規則「株式投資型クラウドファンディング業務に関する
規則」に基づき、当社が行う株式投資型クラウドファンディング業務に関して、この取扱要領
を定め、公表致します。
株式投資型クラウドファンディングとは、非上場の新規成長企業等が必要とする資金を、そ
の株式の発行により、証券会社や専業業者がインターネットを通じて多くの人から少額ずつ集
める仕組みです。また、個別銘柄に関する事項については、それぞれの契約締結前交付書面に
て説明を行います。
（目的）
第１条 本要領は、当社が行う株式投資型クラウドファンディング業務の取扱いに関して必要 な事
項を定め、業務の適正な運営に資することを目的とする。
（法令、諸規則等の遵守）
第２条 株式投資型クラウドファンディング業務について、業務方法書その他の規程等による ほ
か、法令規則等を遵守し、適正に当該業務を運営するための態勢を整備し、公正かつ円滑に 株
式投資型クラウドファンディング業務を行う。
（銘柄・発行者についての審査）
第３条 当社では株式投資型クラウドファンディング業務により取り扱おうとする店頭有価証 券及
びその発行者につき次の項目及び手段で厳正に審査（以下｢本審査｣という。) を行う。
1． 審査項目
1 発行者及びその行う事業の実在性
2 財務状況
I. 財政状態及び経営成績
(1) 財政状態の健全性及び資金繰り状況
(2) 財政状態及び経営成績の変動理由分析
II. 業績の見通し
(1) 利益計画の算定根拠の妥当性
(2) 利益計画の進捗状況
(3) 企業の成長性及び安定性
(4) 剰余金の配当に関する考え方
3 事業計画の内容
I. 合理的な根拠の有無
II. 計画の妥当性
4 適格性
I.
事業の適法性及び社会性
II.
会社の経営理念及び経営者の法令遵守やリスク管理等に対する意識
III. 反社会的勢力への該当性、反社会的勢力との関係の有無及び反社会的勢力との
関係 排除への仕組みとその運用状況
IIII. 株式投資型クラウドファンディングの利用目的の健全性
5 企業経営の健全性及び独立性
I.
関連当事者（企業内容等の開示に関する内閣府令第１条第 31 号ハにて規定する
人的関係会社を含む。）との取引の必要性、取引条件の妥当性
II.
親会社等（法人の親会社及び法人が他の法人の関連会社である場合における当該
他の法人をいう。）からの独立性
III. 関係会社への出資構成及び当該出資先の管理状況
IIII. 当社と発行者との利害関係の状況
6 事業継続体制
I.
企業活動における法令遵守の状況及びコンプライアンス体制の整備状況
II.
事業推進に必要な知的財産権の保護の状況、他社の権利侵害の状況
III.
事業継続に当たって重要な契約の締結状況、権利の確保の状況
7 発行者の株式に投資するに当たってのリスク
8 コーポレート・ガバナンス

I.

会社の機関設計の妥当性（会社規模、事業リスク等に照らした機関設計の妥当

性 をいう。）
代表取締役、取締役及び取締役会の責任遂行（指名委員会等設置会社の場合に
は、代表執行役及び執行役等の責任遂行をいう。）の状況
III. 監査役及び監査役会の責任遂行並びに内部監査機能（指名委員会等設置会社の
場 合には、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の責任遂行並び に
内部監査機能をいい、監査等委員会設置会社の場合には、監査等委員会の 責任遂
行及び内部監査機能をいう。）の状況
IIII. 内部管理体制（売上債権管理、予算管理、労務管理及びシステム管理等につい
ての組織及び社内規則の体制をいう。）の運用状況及び牽制機能
9 調達する資金の使途
10 目標募集額の適当性（目標募集額が発行者の事業計画に照らして適当なものであるこ
とを確認する）
11 法令に基づく事業報告、計算書類等の会社情報の作成体制
12
株主に対して、事業の状況について定期的に適切な情報を提供可能な体制
2． 審査手続き
1 書類確認
以下の書類を発行者より受け取るものとする。 定款（写し）、履歴事項全部証明
書、印鑑証明書、会社住所確認資料、本人確認書 類（代表者）、代表者連絡先住所確
認書類（※本人確認書類の住所が異なる場合）、 実質的支配者届出書、株主名簿、申
込書及び誓約書、納税書、事業計画書、決算 書、調達資金使途、予想貸借対照
表、予想損益計算書、予想キャッシュ・フロー 表、会社の概要、営業の状況と利益
計画、経理の状況、最近の財政状態及び経営成 績
2 審査・ヒアリング 営業審査グループは発行者への実在性の確認の為の審査や財務体質、資
本政策につ いての面接・ヒアリング等を行う。
※本審査は、適宜外部専門家（公認会計士、税理士、コンサルティング会社等）とも 協
力して行われる。
II.

２. 株式投資型クラウドファンディング業務に係る募集又は私募の少額要件 当社は、発行者の
発行価額の総額が１億円未満でなければ、当該株式を株式投資型クラウドファンディングの対
象として取り扱うことはできない。 発行価額の総額の計算に当たっては、本審査に係る株式の
発行価額の総額に、本審査に係る株 式の募集を開始する日前一年以内に同一の発行者により行
われた募集又は私募及び当該株式の 募集又は私募と申込期間（金融商品取引業等に関する内閣府
令（以下「金商業等府令」とい う。）第７０条の２第２項第４号に規定する申込期間をい
う。）の重複する同一の発行者により行われる募集又は私募に係る当該株式と同一の種類（金
融商品取引法第２条第１項第９号に 掲げる有価証券であるか同条第２項の規定により有価証券
とみなされる同項第５号又は第６号 に掲げる権利であるかの別をいう。以下同じ。）の有価証
券の発行価額の総額を合算する方法 とする。 当社は、上記少額要件を満たすことを、前項記
載の発行者提出書類並びに発行者の申告及び募 集取扱い契約上の表明保証によって確認する。
３．発行者に係る反社会的勢力の排除に関する取組み 当社では反社会的勢力に関する情報を
積極的に収集・分析するとともに、当該情報を一元的に 管理したデータベースを構築し、適切
に更新（情報の追加、削除、変更等）する。当該情報の 収集・分析等に際しては、グループ内
で情報の共有に努め、外部専門機関等から提供された情 報を適切に活用するものとする。営業
審査グループは、発行者の 本審査をする際に反社会的勢 力でないことの確認を行う。
４．本審査に係る記録の保存の方法・期間 当社は、本審査を行った場合は、本審査の内容、
本審査の結果の判断に至る理由、本審査の過 程において把握した問題点等についての記録を作
成し、書面又は電磁的方法により、 本審査を 終了した日から１０年を経過する日までの間、
これを保存する。
（株式投資型クラウドファンディング業務における投資勧誘の方法）
第４条 当社における勧誘
１．当社における勧誘とは、Web サイト、電子メール等による商品・サービスの案内をい う。
当社では、個別銘柄の売買推奨や、営業員による電話又は訪問による投資勧誘、投資 家の投
資判断に当たっての助言等は行わない。

２．当社が行う株式投資型クラウドファンディング業務に係る発行者及び募集又は私募に

関する情報は発行者ごとの募集ページにて表示する。
「Fundinno とは当社のクラウドファンディングサービスのポータルサイトであり、お客様 は
当該サイトから、クラウドファンディングの申込みや発行者に関する情報を閲覧する事 が可
能です。」

３．当社から投資家に対してメール送信を行う。メール送信は、申込 みをしたファンディ ン
グ・プロジェクトが成立した場合、投資家からの払込みがない場合、その他当社が必要 と判
断した場合にメール送信を投資家に対して行う。

４．ファンディング・プロジェクト が成立せず終了した場合においても、申込みをし た投資
家に対してのメール送信 を行う。また、ファンディング・プロジェクト不成立の旨 は発行者
ごとの募集ページにて公表する。

５．ファンディング・プロジェクトの Web サイト提供データの記録は、作成日より５年間保 存
する。

６．投資家からの取引内容、当社のサービス等に関する問い合わせは、当社 Web サイト上の 問
い合わせ窓口にて対応。
当社ホームページ内「Contact Us」
http://www.cloud-capital.co.jp/contact-us/

（午前 10 時～午後 6 時）

（株式投資型クラウドファンディング業務に係る取引及び受渡し）
第５条
当社における株式投資型クラウドファンディングへの取引申込みと受渡し
１. 投資家による取引の申込方法・申込先は次の通り これら一連の作業はすべて Web サイト上で
行い、投資申込みを行う
1 会員登録
広告等から Web サイトに訪問した投資家が、ユーザー登録を行う。ユーザー登録フォー ム
は、名前、メールアドレス、パスワード、パスワード（確認）、 起業家や投資家にと っ
ての Fundinno の役割、利用規約への同意、である。登録フォームに入力、登録ボタン を押
下すると当該メールアドレスに認証メールを送信し、リンクＵＲＬを押下する事で ユー
ザー登録が完了する。
2 投資家情報入力 会員登録完了後、投資家情報の入力画面に遷移す
る。
同意及び確認事項の画面にて、サイトの利用規約、Fundinno 取引約款、重要な事項説明 書、
リスクの確認及び投資家表明事項、個人情報の取扱に関する同意事項、電磁的方法 によ
る書面の交付に関する同意事項についてＰＤＦのリンクにより確認を行い、確認を 行わ
ないと次画面に進めないものとする。
3 投資家適合性の入力 次画面で、投資家適合性確認画面に遷移す
る。
投資家適合性確認画面にて、年収、金融資産、投資経験（株式（現物）、公社債、投資
信託、商品先物、外貨預金、外国為替証拠金取引、信用取引・その他の金融先物につい
て各項目ごとに年数を記載）、投資資金の性格、投資目的、の項目について入力を行 う。
4 投資家情報の入力 次画面で、投資家申請画面に遷移す
る。
投資家申請画面にて、氏名、氏名（カナ）、性別、生年月日、住所、電話連絡先、勤務
先情報、職業、勤務先会社名、勤務先電話番号、勤務先メールアドレス、の項目につい
て入力を行う。
5 本人確認書類の提出 次画面で、本人確認書類の提出を行
う。
本人確認書類の提出書類は、運転免許証（表・裏）、パスポート（写真掲載ページ、住
所記載ページ）、写真つき住民基本台帳カードのうちいずれか一つとし、本人確認資料
の住所と現住所の異なる場合は現住所が記載された公共料金の領収書を提出する。
6 本人確認、反社チェック
営業審査グループが、当該 投資家の本人確認書類と入力した氏名を突合し本人確認を行
う。また、当該投資家の氏名、生年月日よりデータベースと突合し反社チェックを行 う。
7 適合性審査
営業審査グループが、顧客管理に関する規程に合わせて当該 投資家に投資について１年
以上の経験があること、当該投資家の金融資産が３００万円以上あること、満２０歳以

上であることの要件に合うかの確認を行い、承認する。
8 確認書類の郵送
営業審査グループは、審査が通過した 投資家に確認書類を郵送する。配達証明本人限定
受取郵便にて投資家の当該住所に送った書類の確認がとれた時点で、営業審査グループ
は当該投資家のアクティベートを行い、ユーザー登録を完了させる。
9 個別案件の申込み ユーザー登録完了後、案件に対しての申込みが可能となり、案件詳細ペ
ージから申込み を行う。その際、投資家の個別払込額が同一の発行者の同一種類の有価
証券につき、１ 年間５０万円以下である少額要件に適合する旨の表明保証を行う。 ま
た、申込みに当たっては、第 7 条３．のとおり、投資家からの払込額が目標募集額を 下回
った場合において、株式の募集を中止することが適当であると発行者が判断した場 合に
は、株式の募集が中止されることがあることに同意する。
10 契約締結前交付書面の交付 投資家が当社サービスより、有価証券の取引を行う際、シス
テム上で契約締結前交付書 面を交付する画面に遷移し、当該書面の PDF リンクを押下
し、契約締結前交付書面を確 認する事で次画面に遷移する。
11 確認書の徴求 投資家と株式投資型クラウドファンディング業務による有価証券の取得の契
約を初めて 締結する際は、投資家が当該契約に係る契約締結前交付書面に記載された金
融商品取引 行為についてのリスク、手数料等の内容を理解し、 投資家の判断と責任にお
いて当該取 引等を行う旨の確認を得るため、システム上で確認書の徴求画面に遷移し、
当該投資家 が同意をする事で次画面に遷移する。
12 申込完了
契約締結前交付書面の確認後、申込ボタンを押下する事で申込みが完了する。
13 申込金額の振込み・株式受渡
ファンディング・プロジェクトが成立した 日の翌週月曜日より振込みを行い、株式の受
渡しが行われる。
２.株式の受渡の方法・時期 投資家にはファンディング・プロジェクト成立（応募額が目標募
集額に到達した状態で申込期 間が満了し、当該状態で申込期間の最終日から数えて ９日目が
到来すること、又は応募額が申 込期間中に上限応募額（発行者の株主総会で決められた増資の
上限額）に到達し、そのまま目 標募集額（上限応募額をベースに今回当該クラウドファンディ
ングで増資しようとする目標 額）を下回ることなく、上限応募額に到達した日から数えて ９
日目が到来すること）日を約定 日とし、その後に到来する最初の月曜日から３営業日以内（当
初支払期限）に申込金額を当社 銀行口座に振込みをしてもらう。当初支払期限までに申込金額
がすべて振り込まれた場合、当 社銀行口座に振り込まれた金額はＣＳＶファイルを基に金融機
関の管理画面よりアップロード を行い、管理部長が承認を行った上で同じ週の金曜日に当社口
座より発行者の口座に支払いを 行う。なお、金曜日が休業日の場合は全額を金曜日から２営業
日以内に信託銀行当社口座に移 管し、さらにその翌日以降２営業日以内に発行者の口座に支払
いを行う。
プロジェクト成立後当初支払期限までに申込金額の全額が振り込まれない場合は、すで に支
払われている金額全てを２営業日以内に信託銀行（日証金信託銀行）当社口座に移管し、当初
支払期限より１か月間を最終期限として投資家からの残額の振込みを待つ。最終期限後振り込
まれた全ての金額を管理部長確認、受益者代理人（内部管理統括責任者、コンプライアンス部
長）承認の上、管理部長又は担当者が信託銀行に当該金額相当の信託元本の解約を指示し、最
終期限後２営業日以内に発行者の口座に支払いを行う（なお、発行者には払込期間を１か月強
と決議してもらうことを想定。）。振込みが行われなかった部分が発生している状態で新株式
の発行を行う場合には、当該部分については発行者に払込みを行うことができず、その部分に
ついて株式は発行されず失権することとなる。
発行者への払込日が受渡日となり、株主名簿にも記載をされる。

（株式投資型クラウドファンディング業務に係るシステム障害等の発生時の対応）
第６条 システム障害発生時の対応
１．障害発生・復旧等に関する周知の方法
システム障害 発生時における投資家に向けての必要な情報（復旧等に関する情報や案件の申込
期間・申込撤回期間の延長等）について Fundinno サービスサイトにて発信する。
URL
https://fundinno.com/status
２．障害発生時の投資家からの問合せの方法・問合せ先・当社からの回答方法 ファンディン
グ・プロジェクトに関する問合せになる可能性があるため、メールで問合せを受 け付け、当社
担当者よりメールで回答を行う。
問い合わせ先 Fundinno サポート部 support@fundinno.com
また障害発生時には、当 Web サイトの以下のページにて情報発信をする。
URL
https://fundinno.com/status
３．株式投資型クラウドファンディング業務に係る発行者及び募集の閲覧の方法

システムの復旧を行う間、閲覧出来ない状態となる可能性がある。 そのため復旧時間を検討し
た上で、第７条で定めるプログラムマネジメントオフィス （以下ＰＭＯという。）を中心に募
集案件の申込期間の延長等の対応策を検討する。具体的な発行者及び募集の閲覧の方法につい
ては、https://fundinno.com/status にて情報発信する。
４．株式投資型クラウドファンディング業務による有価証券の取得の申込み及び当該申込みの
撤回の方法 システムの復旧を行う間、有価証券の取得の申込み及び当該申込みの撤回出来ない
状態となる 可能性がある。復旧時間を検討した上で、ＰＭＯを中心に募集案件の申込期間・申
込撤回期間 の延長等の対応策を検討する。具体的な申込み及び当該申込みの撤回方法について
は、https://fundinno.com/status にて情報発信する。
５．株式投資型クラウドファンディング業務に係る個別の募集案件の取扱いを変更する場合 シ
ステムの復旧を行う間、店頭有価証券の取得の申込み及び当該申込みの撤回 が出来ない状態
となる可能性があり、復旧時間を検討した上で、ＰＭＯを中心に募集案件の申込期間・申込撤
回の延長等の取扱い変更を検討する。具体的な取扱いの変更内容については、上記 Web ページ に
て情報発信する。
（株式投資型クラウドファンディング業務に係るその他業務管理体制）
第７条 株式投資型クラウドファンディング業務に係るその他業務管理体制
１．システム障害発生の予防
情報システムの安定稼働を実現するとともに、情報システムの稼働状況や作業実績等を踏ま
えた改善活動を目的として、随時又は定期的に実施する保守業務の作業内容やスケジュー ル、求
める成果物等について記載した保守作業計画を作成する。必要な保守業務が保守作業 計画に
おいて漏れなく定義され、かつ、効率的なものとなるよう、保守作業計画の作成に当 たり、
プロジェクトマネジメントオフィスマネジャー（以下 PJMOM という。）はプロジェク トマ
ネジメントオフィス （以下 PJMO という。）保守業務者から作業内容や実施時間、実施 サイ
クル等についての情報提供等の支援を受けることが有効である。保守業務の内容やスケ ジュ
ール等について PMO や チーフインフォメーションオフィサー（以下 CIO という。）、
PJMOM との適切な調整を図りながら保守作業計画を確定する。
保守における各組織体制の役割
組織体制、関係者
役割
当社の取締役会に PMO を置き、その責任者 PMOM は代表取
PMO（Program Management
締 役 CEO を持ってこれを充てる。PMO は、社内の異なる情報シ
Office）/PMOM(Program
ス テム間の運用計画及び保守作業計画の調整や、システム障害の
Management Office Manager)
影響確認及び対処、現況確認の統括等を行う。
当社に CIO を置き、代表取締役 COO を持ってこれを充てる。
CIO は、当社の全体方針、社内の情報化戦略及び基本的な方針 又
CIO(Chief Information Officer
は計画に沿って、PMO 及び PJMO に対する支援又は助言を行
う。
当社のシステムグループに PJMO を置き、その責任者 PJMOM
は、事業部システムグループ長を持ってこれを充てる。 PJMO
PJMO(Project Management
はプロジェクトを統括し、推進する立場から、プロジェクトの 目
Office)/PJMOM(Project
標を達成するまでの間、運用及び保守の作業を管理する。さ ら
Management Office Manager)
に運用計画、保守作業計画に基づく運用の実作業を行う。
尚、PJMO 内は運用業務と保守業務を分けて実作業を行う。

障害対応における記載ページ https://fundinno.com/status
２．標識に表示されるべき事項の記載 第一種少額電子募集取扱業者である旨等、金商業等府令
第１６条の２第２項各号に掲げる事項 及び、自己資本規制比率に係る規制の適用を受けない事
等、「株式投資型クラウドファンディ ング業務に関する規則」第９条第１項第１８号に規定す
る事項に関しては当社ホームページ会社情報に記載します。
URL
http://www.cloud-capital.co.jp/about-us/
３．ファンディング・プロジェクトの応募額の合計が目標募集額を下回る、上回る 場合の措置
当該有価証券の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応
募額の取扱いの方法として、募集株式の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合、募集は
中止される。他方で、募集株式の取得に係る応募額が目標募集額を上回る場合、総額が発行者
毎に定めた応募上限金額に達するまで先着順で取得の申込みを受け付ける。

ファンディング・プロジェクトが成立した後、一部の投資家が払込 みを行わなかったため払
込額が目標募集額を下回った場合には、発行者に対し現時点での資金調達額を伝え、 当初の目
標募集額に基づく資金使途の履行可能性、現時点での資金調達額に基づく資金使途の 変更及び
当初予定事業における影響等を発行者と協議のうえ、発行者の判断により募集を実施 する場合
には、投資家に対し当該事項をメール及び Web サイトで通知する。 又、現時点での資 金調達
額の資金使途については発行者にとって需要優先度の高い順に充当する事を連絡する。 一方、
上記の協議によっては、発行者の判断により株式の募集が中止されることがある。その 場合
も、投資家に対し当該事項及び中止の理由をメール及び Web サイトで通知する。
応募額が目標募集額を上回った場合でも、応募額が上限応募額に達するまではその分の株式 の発
行が行われる。上限応募額に達した段階で、投資家の申込みが出来ない仕様となっている ため、
上限応募額を超過して株式が発行される事はない。
４．応募代金の管理方法 投資家から預託を受けた金銭の額および顧客分別金必要額（以下「顧客
分別金等」とい
う。）の算定は、管理部長の指示のもと管理部員が毎日（銀行休業日を除く。）行い、顧客分
別金必要額に不足がある場合には、管理部長の指示のもと経理担当者が差換基準日から 3 営業日 以
内に信託金の追加を行うこととする。
５．ファンディング・プロジェクトのキャンセル 募集株式の取得の申込みについて撤回を希望
される場合、申込日から数えて８日以内に、当
社の投資家毎に設定されるマイページにあるキャンセルボタンをクリックすること で撤回する事
ができ、撤回に際してキャンセル料等は一切かからない。
６．受渡しの状況についての確認の方法 募集株式の受渡しの状況については、発行者の作成す
る株主名簿により確認することができ
る。
７．定期的な情報開示方法
発行者が投資家に定期的に情報を提供する手段として、マイページ上で投資家に情報を提 供し、
同ページ上で発行者が情報を提供した場合に投資家の電子メールに自動送信される。
（株式投資型クラウドファンディング業務の中止）
第８条 株式投資型クラウドファンディング業務の中止
１．株式投資型クラウドファンディング業務の中止事由
次の場合には、当社は株式投資型クラウドファンディング業務を中止する。
・発行者が反社会的勢力に該当すると認められた場合又は反社会的勢力と関係があることが 判明
した場合
・法令及び日本証券業協会の規則に違反する等の事由により業務管理体制の改善等を求めら れた
場合
・払込額が目標募集額を下回った場合において、第７条３．のとおり、株式の募集を中止す
る事が適当であると発行者が判断した場合
２．株式投資型クラウドファンディング業務を中止する場合の公表方法 株式投資型クラウドフ
ァンディング業務 を中止する場合は、当社ホームページ内「ニュース」にて
公表する。URL http://www.cloud-capital.co.jp/news/

３．株式投資型クラウドファンディング業務開始後に、その取扱いの適否の判断を変更しなけ
ればならない状況が発生した場合等における開示の方法は
当社ホームページ内「ニュース」にて開示する。
URL http://www.cloud-capital.co.jp/news/
４．問い合わせ方法 メールで問い合わせを受け付け、当社担当者よりメールで回答を
行う。 Fundinno サポート係
support@fundinno.com
平成 28 年 11 月 1 日作成

