
匿名組合契約の契約締結前交付書面

＊当該書面は、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

 

ＳＢＩＳＬフリーローンファンド２年２０１１年３月１号

 

営業者：ＳＢＩソーシャルレンディング株式会社

（東京都知事（１）第３１３６０号）

 

募集代行会社：ＳＢＩソーシャルレン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」は必ずお読みください。「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、重要な事項が記載されています。この「契約締結前交付書面」を良くお

読みいただき、十分にご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任で投資を行うか否かをお決

めいただくこととなります。この「契約締結前交付書面」の内容についてご不明な点がござい

ます場合には、募集代行会社までお問い合わせくださいますようお願い致します。なお、投資

を行った後も、この「契約締結前交付書面」は、お客様がいつでも参照していただけるよう、

お手許に保管されますようお願い致します。
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匿名組合契約の契約締結前交付書面
（当該書面は、金融商品取引法第３７条の３の規定によりお渡し

する書面となります。）
 

当該書面は、お客様が、ＳＢＩソーシャルレンディング株式会社（以下「営業者」と言います）との

間で新たに匿名組合契約を締結し、匿名組合出資持分を取得して頂く上でのリスクや留意点が記載さ

れております。あらかじめ十分にお読み頂き、ご不明な点は、お取引開始前にご確認下さい。
 

◇　お客様が取得される匿名組合出資持分は、資金需要者に対する貸付事業にて、運用されます。

◇　貸付事業については、借手（営業者に対して金銭の借入れの申込みを行った者又は営業者から金

銭の借入れを行った者を言います。以下、同様です。）の支払遅延等の信用状況の変化等により、損

失が発生する可能性があります。
 

 

 
手数料など諸費用について
 
・�お客様は、ＳＢＩソーシャルレンディングサポート株式会社（募集会社、以下「弊社」と言います）

       に対して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、各月約定返済日に下記の管理手数料を受領いたします。

〔遅延損害金が発生しない場合〕

各月約定返済日の前日の最終貸付金残高に0.125％を乗じた金額

〔遅延損害金及び利息が発生する場合〕

各月約定返済日の前日の最終貸付金残高に0.125％を乗じた金額

       ＋ 遅延損害金 × ( 1.5% ÷ 貸付金利 )

〔遅延損害金のみが発生する場合〕

遅延損害金 × ( 1.5% ÷ 貸付金利 )

〔遅延損害金及び利息共に発生しない場合(元金返済のみの和解等)〕

各月約定返済日の前日の最終貸付金残高に0.125％を乗じた金額

・�お客様には、匿名組合へ出資を行う時、出資を撤回し出資金の返還を受ける時、匿名組合契約の終

       了とともに、または匿名組合契約の継続中に貸付金元本返済にみあう出資金の返還を受ける時、利

       益の配当を受ける時にかかる事務等手数料をご負担頂きます。匿名組合へ出資を行う時の手数料の

       額は、各金融機関が定める額になります。その他、出資金の返還又は利益の配当を受ける時の事務

       手数料の額は、一律４２０円になります（ただし、当該事務手数料は、営業者の分配用口座にプ

       ールされる出資金の返還や利益の配当をお客様の口座に出金する場合等にかかる手数料で、

       営業者の別のファンドに投資を行う為に弊社の投資家用口座に送金する場合や、営業者の分

       配用口座から出金を行わない場合には手数料はかかりません）。

・�お客様が取得される匿名組合出資持分に係る事業において、営業者は貸付債権の回収を第三者に

       委託する場合があり、この場合、当該委託先に対する委託手数料をご負担いただきます。この手数

       料は、契約条件によって定められるため、事前に上限額等を記載することができません。

 

匿名組合契約締結にあたってのリスクについて
・�匿名組合出資は、元本が保証されているものではありません。

２



 

・�お客様は、営業者が行う貸付事業に対して出資を行うこととなり、当該貸付事業において貸付を行っ

       た本借手からの貸付金の返済及び利息の支払が、お客様への出資金の返還及び利益の配当に充

       てられることとなります。従いまして、当該借手からの返済が遅延する等、借手の信用状況が悪化する

       こと等から、お客様が出資した元本額が欠損する損失が発生する場合があります。

・�お客様が営業者に対して出資した資金は、本契約に基づき弊社から、営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、営業者に対する出資金の預託を受け入れることとなりますので、弊社の信用状

       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できない可能性があります。

・�お客様が取得される匿名組合出資持分に係る事業において、営業者は貸付債権の回収などを第三

       者に委託する場合があり、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こともあり、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。

・�匿名組合出資をした後に、本契約の期間終了前に終了し、又は持分を譲渡する場合には、金利の

       上昇局面では、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益を受けられな

       いことになります。

 

匿名組合契約は、クーリング・オフの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契約には、金融商品取引法第３７条の６に基づくクーリング・オ

       フの規定の適用はありません。

 

Ⅰ　匿名組合契約に関する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条にて規定さ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（匿名組合員）が相手方（営業者）の営業のために出資をなし、その

営業より生じる利益の配当を受けることを約束する契約形態です。当該契約においては、お客様が出資

者、ＳＢＩソーシャルレ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、営業者が借手との間で金銭消費貸借契約を締結し、お客様からご出資いた

だいた資金を貸し付け、その元本返済及び利息（遅延損害金を含む。以下、利息と遅延損害金をあわせ

て「利息等」と言います）の返済金の支払を受ける貸付事業であり、当該返済金がお客様の出資金をご

返還する原資になるとともに、借手が支払う利息等から営業者が受けるべき管理手数料（以下「お客様に

お支払頂く手数料等諸費用について」２に定義します。以下同様とします。）を差し引いた残額がお客様

に対する利益配当の原資となります。

 

Ⅱ　お客様にお支払頂く手数料等諸費用について
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1.�お客様は、弊社に対して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。

2.�営業者は、貸付事業の遂行にあたり、各月約定返済日に、下記の管理手数料を受領いたします。

〔遅延損害金が発生しない場合〕

       各月約定返済日の前日の最終貸付金残高に0.125％を乗じた金額

〔遅延損害金及び利息が発生する場合〕

       各月約定返済日の前日の最終貸付金残高に0.125％を乗じた金額

       　＋ 遅延損害金 × ( 1.5% ÷ 貸付金利 )

〔遅延損害金のみが発生する場合〕

       遅延損害金 × ( 1.5% ÷ 貸付金利 )

〔遅延損害金及び利息共に発生しない場合(元金返済のみの和解等)〕

       各月約定返済日の前日の最終貸付金残高に0.125％を乗じた金額

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を受ける時、匿名組合契約の終了

       とともに、または匿名組合契約の継続中に貸付金元本返済にみあう出資金の返還を受ける時、利益

       の配当を受ける時にかかる事務等手数料をご負担頂きます。匿名組合へ出資を行う時の手数料の

       額は、各金融機関が定める額になります。その他、出資金又は利益配当を受ける時の事務手数料

       の額は、一律４２０円になります（ただし、当該事務手数料は、営業者の分配用口座にプールさ

       れる出資金の返還や利益の配当をお客様の口座に出金する場合等にかかる手数料で、営業者

       の別のファンドに投資を行う為に弊社の投資家用口座に送金する場合や、営業者の分配用口

       座から出金を行わない場合には手数料はかかりません）。

4.�お客様が取得される匿名組合出資持分に係る事業において、営業者は貸付債権の回収などを第三

       者に委託する場合があり、この場合、当該委託先に対する委託手数料をご負担いただきます。この

       手数料は、契約条件によって定められるため、事前に上限額等を記載することができません。

 

Ⅲ　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
 

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る匿名組合契約は、営業者が借手との間で金銭消費貸借契約を締

結して、お客様からご出資いただいた資金を原資に貸し付け、その元本返済及び利息等の支払を受け

る貸付事業を出資対象としており、当該貸付事業において貸付けを行った本借手からの貸付金の返済

及び利息の支払が、お客様への出資金の返還及び利益の配当に充てられることとなります。従いまして、

当該借手からの返済が遅延する等、借手の信用状況が悪化すること等から、お客様が出資した元本額

が欠損する損失が発生する場合があります。

２．　営業者、弊社等の信用状態による影響

お客様から弊社は営業者に対する出資金の預託を受け入れることとなりますので、弊社の信用状況が悪

化した場合には、お客様に対して預託金全額を返還することができない可能性があります。また、お客様

の出資は、営業者に交付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。また、営業者は貸付債権の回収などを第三者に委
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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。

 

Ⅳ　契約終了事由について
 

１．お客様が営業者との間で締結する匿名組合契約は、下記に記載する条件にあてはまる場合には自

動的に直ちに終了することとなります。

①�本借手の全てから受取貸付元本及び支払利息の全てを受領した場合。

②�本借手の全てが、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手続開始の決

       定がなされ、当該手続にて、本営業に関する最後の分配（またはこれに類似する手続）を受けた場合。

③�本借手の全てが、特定調停、私的整理その他債務整理の手続き（法的な手続きであるか否かは関

       係なく）が開始され、当該手続きにて提示された返済計画について、営業者がその合理的な判断に

       基づき当該返済契約を承諾し、本借手の全てより当該返済計画に基づく支払いを受けた場合。

④�営業者が、本貸付契約に係る貸付債権の全てを第三者に譲渡した場合。

⑤�本借手の全てが、①から④に記載した場合のいずれかに該当する場合。

⑥�営業者について、解散の決議をし、又はその命令を受けた場合、もしくは、破産および清算その他

       清算型の倒産手続きの決議または申し立てがなされた場合。

⑦�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。

⑧�営業者について、支払不能、支払停止となった場合。

⑨�営業者について、仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売等の申立がなされた場合。

⑩�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

 

　また、お客様が営業者との間で締結する匿名組合契約は、下記に記載する条件にあてはまる場合には、

終了することがあります。

①�本匿名組合員について、解散の決議をし、又はその命令を受けた場合、もしくは、破産および清算

       その他清算型の倒産手続きの決議または申し立てがなされた場合。

②�本匿名組合員について、手形交換所の取引停止処分を受けた場合。

③�本匿名組合員について、支払不能、支払停止となった場合。

④�本匿名組合員について、仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売等の申立がなされた場合。

⑤�本契約の申込に際し、本匿名組合員の申込事項に虚偽又は誤りがあったことが営業者において判

       明した場合。

⑥�本匿名組合員が本契約に基づく金銭の支払い義務（本契約に定める出資金の預託義務を除く。）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ことが営業者において判明した場合。

 

２．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し、相手方当事者が相当期

間内にこれを是正すべき旨の書面による催告をなしたにもかかわらず、かかる是正期間内に当該違反が

是正されなかった場合、相手方当事者は匿名組合契約を解除することができます。

 

３．お客様が営業者との間で締結する匿名組合契約は、匿名組合出資募集終了後2週間貸付先が見

つからない場合には終了することとなり、お客様が出資した資金の内貸付けに充当されていない余剰金
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がある場合は、当該余剰金部分に係る本契約を解約したうえで、新たに本契約と同様の匿名組合契約

が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、弊社の投資家用口座に預託されるものとし

ます。この場合、お客様は出金可能期間には、本ファンドにおいて預託されている額の合計額から、借手

に対し貸付けを行うことが確定した金額及び営業者が任意に定める基準によりこれと同様に取り扱うこと

を決定した金額の合計額を控除した額を上限として、預託金の返還を請求することができます。ただし、

本ファンドの複数の匿名組合員が預託金の返還を請求する場合には、返還請求の先後によって優劣を

決するものとします。また、当該預託金につき、弊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、弊社から、本匿名組合員の口座に対し送金することとします。

 

Ⅴ　匿名組合契約に関わる金融商品取引契約に関する租税に関する事項について
 

　お客様が営業者との間で締結する匿名組合契約から得られる利益配当金は、雑所得として総合課税さ

れます。また、他の所得に合算されて通常の所得税率により課税となります。お客様によっては、雑所得

として認識されない場合もあり、税理士等にご確認ください。

 

Ⅵ　匿名組合出資持分の譲渡についての制限の有無について
 

　お客様は、営業者の事前の承諾無く、匿名組合契約に関わる出資持分を譲渡し、その他の処分をする

ことができません。

 

Ⅶ　弊社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
 

　弊社は、ホームページ上において、営業者に対して金銭の借り入れの申し込みを行った者に対して金

銭の貸付けを行う貸付事業への出資を行うことで、資産の運用を行いたいという意向をお持ちの方（以下

「投資家」と言います。）を募り、営業者が投資家から出資を受けた資金を原資として、借入希望者に貸付

けを行うという取引を行うに際して、かかる出資の募集の取扱いをおこないます。上述の取引の具体的な

流れは下記の通りとなります。

 

1.�お客様は、弊社のホームページから投資家の登録を行っていただきます。

2.�弊社のホームページ上にて、営業者が行う貸付事業への匿名組合出資の募集を平成2011年03月28

       日から平成2011年04月08日まで行います。

3.�お客様は、ホームページを閲覧し、お客様が希望する条件に合致した貸付事業がある場合には、希

       望する貸付事業への出資の申し込みを行います。

4.�営業者とお客様との間で匿名組合契約を締結します。

5.�締結された匿名組合契約に従ってお客様は弊社の投資家用口座へ出資金を預託します。お客様

       が申請した出資金額と実際の送金額に相違がある場合には実際の送金額を、複数回の送金があっ

       た場合には合計の送金額を、出資金額とします。なお、その場合には、出資金額を変更した匿名組

       合契約書をお客様へ交付することとします。

6.�弊社がホームページ上で行っている匿名組合出資の募集が終了します。

7.�営業者は借手の募集を平成2011年03月28日から平成2011年04月08日まで行います。
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8.�  借手が営業者に対して、借入申請を行います。

9.�  営業者にて借手を審査し承認後、営業者と借手との間で金銭消費貸借契約書を締結します。

10.�弊社は営業者が締結した金銭消費貸借契約書に従って、貸付額分を投資家用口座から営業者の

         貸金用口座へ送金します。

11.�営業者は貸付けを実行します。

12.�営業者の借手募集が終了します。

13.�お客様が弊社へ預託した金員に余剰がある場合は、当該余剰金部分に係る本契約を解約し重要事

         項説明書を交付したうえで、新たに本契約と同様の匿名組合契約が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、弊社の投資家用口座に預託されるものとします。

14.�営業者は、借手から返済を受けます。

15.�計算期間毎に出資金の返還及び利益の配当がある場合には、営業者の分配用口座へ分配いたします。

16.�お客様は分配金を出金するか別の匿名組合への出資金として弊社の投資家用口座へ預託するか

         を選択できます。

 

　なお、営業者は、以下のとおり借入希望者に対する貸付けを行うことになります。

①�営業者が定める基準により借手の審査を行います。

②�営業者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�本ファンド（本契約第3条(9)号に定める意味を有します。）に係る匿名組合契約の締結時期（「契約

       終了事由４．のとおり、新たに本契約と同様の匿名組合契約が締結された場合には、当初の匿名組

       合契約の締結時期）が早い者の出資金から、順次、貸付けの実行資金とします。

④�審査で承認した借手が存在する場合であっても、営業者は貸付けを実行しないことがあります。

 

Ⅷ　出資対象事業持分取引契約に関する事項
 

1.�出資対象持分の名称

　ＳＢＩＳＬフリーローンファンド２年２０１１年３月１号

 

2.�出資対象事業持分の形態

　商法第５３５条に基づく匿名組合出資持分

 

3.�出資対象事業持分取引契約の締結の申込に関する事項

　お客様は営業者との間で匿名組合契約を締結するために、本ホームページ上の専用ページから投資

家登録の申請を行い、弊社が定める本人確認書類（運転免許書、健康保険証、パスポート、住民票の写

し等）及び銀行口座の写しをＦＡＸもしくはＥメールにて送信いただき、投資家登録・投資家用口座の開

設が完了した後に、投資家専用のマイページへログイン後、希望する出資金額、借手の資金使途、借手

の貸付期間を選択いただきます。匿名組合契約が締結された後に、お客様は弊社の投資家用口座へ出

資金を送金します（必要な銀行送金手数料はお客様の負担とします）。お客様が申請した出資金額と実

際の送金額に相違がある場合には実際の送金額を、複数回の送金があった場合には合計の送金額を、

出資金額とします。なお、その場合には、出資金額を変更した匿名組合契約書をお客様へ交付すること

とします。匿名組合への出資募集終了後、貸付実行時に、弊社は投資家用口座から貸付実行に必要な
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額を、営業者の貸金用口座に対して送金するものとします。なお、営業者の貸金用口座に対して送金さ

れた時点をもって、本契約に基づく出資がなされ、本契約に基づく運用が始まることになります。

 

4.�出資又は拠出をする金銭の払込みに関する事項

　お客様には、お客様毎に個別に弊社へ開設された投資家用口座に出資金を送金いただきます。なお、

お客様が申請した出資金額と実際の送金額に相違がある場合には実際の送金額を、複数回の送金があ

った場合には合計の送金額を、出資金額とします。

 

5.�出資対象事業持分にかかる契約期間

　お客様と営業者との間で締結する匿名組合契約の期間は、原則として、営業者が行う貸付契約の返済

期間である３年間となります。但し、本借手の返済が遅延した場合や、債務不履行となった場合には、本

契約期間を超えて契約が継続する場合があります。

 

6.�出資対象事業持分にかかる解約に関する事項

(1) お客様は出金可能期間の間、本ファンドにおいて預託されている額の合計額から、借手に対し貸付

けを行うことが確定した金額及び営業者が任意に定める基準によりこれと同様に取り扱うことを決定した

金額の合計額を控除した額を上限として、預託金の返還を請求することができます。ただし、本ファンドの

複数の匿名組合員が預託金の返還を請求する場合には、返還請求の先後によって優劣を決するものと

します。また、当該預託金につき、弊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、弊社から、本匿名組合員の口座に対し送金することとします。

 

(2) 営業者は、お客様と営業者との間で締結する匿名組合契約について、下記に記載する条件にあては

まる場合には、解除することができます。

①�本匿名組合員について、解散の決議をし、又はその命令を受けた場合、もしくは、破産および清算

       その他清算型の倒産手続きの決議または申し立てがなされた場合。

②�本匿名組合員について、手形交換所の取引停止処分を受けた場合。

③�本匿名組合員について、支払不能、支払停止となった場合。

④�本匿名組合員について、仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売等の申立がなされた場合。

⑤�本契約の申込に際し、本匿名組合員の申込事項に虚偽又は誤りがあったことが営業者において判

       明した場合。

⑥�本匿名組合員が本契約に基づく金銭の支払い義務（出資金の預託義務を除く。）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ことが営業者において判明した場合。

 

　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し、相手方当事者が相

当期間内にこれを是正すべき旨の書面による催告をなしたにもかかわらず、かかる是正期間内に当該違

反が是正されなかった場合、相手方当事者は匿名組合契約を解除することができます。

 

(3)上記 (1)の諸条件を満たす場合、営業者は、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。

上記(2)の場合、営業者は、特段の合意がない限り、営業者が清算人となり、ただちに本匿名組合事業の

清算を行うものとなります。その場合の手続は、以下のとおりとなります。
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 ⅰ 本ファンドに係る全ての匿名組合契約が終了した場合

法令及び実務慣行に従い、本財産を処分し本事業を清算することとなります。本匿名組合に残余財産が

存する時は、その全部を出資比率に応じて本匿名組合員に対して分配がなされるものとなります。残余

財産の分配は、本財産の金額（客観的基準から算出した財産の評価額もしくは実際の処分価額）から本

事業にかかる一切の債務、管理手数料、本匿名組合員の債務不履行によって営業者が被った損害等を

控除した金額を基に決定することとなります。本匿名組合員に分配されるべき金額が出資金の合計額を

超える場合には、超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のうち、本契約のみが終了した場合

営業者は、返還を要する出資金相当額を限度に、本ファンドに係る本貸付債権の自己貸付に振替えを

行い、当該振替代金をもって出資金の返還を行うことができます。営業者は、当該振替を行う場合には、

以下の方法等に従って行います。なお、本項に基づく出資金の返還を行った場合には、本匿名組合員

は、返還すべき金額に不足が生じた場合であっても、当該不足額に係る請求権を放棄するものとします。

（ⅰ）�振替の方法

本ファンドに属する貸付債権のうち、正常債権（延滞が生じていない債権をいう。以下、同じ。）の元本を

合計した金額に本匿名組合員の出資比率を乗じた金額にて、本貸付債権の全てを按分して自己貸付に

振り替えるものとします。

（ⅱ）�買取り後の処理

営業者は、本項に基づき振替を行った貸付債権については、本ファンド内の貸付債権と同順位のものと

して取扱いかつ同様の処理を行うものとし、回収金につき端数が生じた場合には、端数の限度で、本ファ

ンド内の貸付債権に対し優先して充当するものとします。

 

(4) 上記(2)(3)に定める銀行振込手数料に加えて別途解約手数料が生じることはありません。

 

7.�損害賠償額に関する事項

お客様は営業者との匿名組合契約を締結後に、契約における支払義務の履行を遅延した場合には、遅

延した者が相手方に対して、遅延した期間・額に対して、年率１４％の遅延損害金を支払うものとします。

 

8.�お客様の権利及び義務に関する事項

①�お客様は営業者に対して、商法５３９条の規定に従い、本貸付事業にかかる財産の状況について検

       査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は全て営業者に帰属します。

③�お客様は本貸付事業に関して第三者に対する義務を負担しません。

④�営業者は、本貸付事業につき、損失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

       担します。

⑤�お客様が保有する権利は、商法５３５条の規定に基づく匿名組合出資持分です。従って、お客様は、

       匿名組合契約に基づく出資金を超えて損失又は義務を負うことはありません。

 

Ⅸ　出資対象事業の運営に関する事項
 

1.�出資対象事業の内容及び運営の方針

お客様が出資する対象事業は、営業者が、お客様の出資金を用いて、お客様が指定する同じ属性を持

った複数の借手との間で金銭消費貸借契約を締結し、金銭を貸し付け、その元本返済及び利息等の支
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払を受ける貸付事業となります。営業者は、東京都より貸金業の登録を受けた貸金業者であり（東京都知

事（１）３１３６０号）、上記貸付事業に対して、貸金業法（昭和５８年法律第３２号）に則り、資金需要者等の

利益を尊重し、適正に運営して参ります。

 

2.�出資対象事業となる貸付事業の運営体制の概要

お客様が出資する貸付事業の運営体制の概要は以下の通りです。

①�金銭の貸付業務に関わる体制

営業者のオペレーション部が当該業務を担当します。ただし、第三者に委託することがあります。

②�貸付金元金及び利息金等の回収業務に関わる体制

営業者のコレクション部が当該業務を担当します。ただし、第三者に委託することがあります。

③�回収金等の分配業務に関わる体制

営業者のファイナンス部が当該業務を担当します。ただし、第三者に委託することがあります。

 

3.�出資対象事業持分の発行者の称号、名称又は氏名、役割及び関連業務の内容

商号：ＳＢＩソーシャルレンディング株式会社

役割：匿名組合出資持分の発行及び本貸付事業の運営

関係業務の内容：匿名組合出資対象事業たる貸付事業における金銭消費貸借契約の締結及び貸付債

権の管理・回収

 

4.�出資対象事業の運営を行う者の商号、名称又は氏名、役割及び関連業務の内容

同上

 

5.�出資対象事業から生ずる収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配の方針

営業者は、本貸付事業を行うにあたって、各計算期間において利益又は損失が生じた場合は、お客様

に、出資比率に応じて配当を行い、又は負担をしていただきます。但し、前計算期間からの損失がある場

合には、その損失を控除して当計算期間の利益を算定します。

 

6.�事業年度、計算期間その他これに類する期間

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月末日までとする。営業者とお

客様との間における匿名組合契約においての計算期間は、毎月、月初から月末までの１ヶ月間とします。

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�管理手数料その他費用のお支払い

営業者は、毎月１５日（休日の場合は翌営業日）に分配用口座へ分配する時に、管理手数料を受領させ

て頂きます。

②�租税に関する事項

お客様並びに営業者は、お客様と営業者との間で行われる取引に関して課される租税の全て（お客様

に対して行われる利益の配当に課される税金を含む）について、自ら負担するものとします。ただし、借

手の返済が遅延した場合には、営業者が未回収分の利息収入に関する公租公課を負担するものとし、

その後、借手から返済があった場合は、営業者が負担し又は負担することとなる公租公課、手数料を控

除した収益を匿名組合員に分配します。なお、お客様は、適用ある税法の規定に従い、お客様に対して

行われる利益の配当に対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同意するものとします。

 

7.�分別管理の方法
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営業者は、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条の規定に準じて、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。

営業者は、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。

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。

 

Ⅹ　出資対象事業の経理に関する事項
 

1.�貸借対照表及び損益計算書

新規の募集となり、現時点ではありません。

 

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て、借手に対して行う貸付の総額となります。

 

3.�発行済みの出資対象事業持分の総数

新規の募集となり、現時点はありません。

 

4.�出資金の返還及び利益の配当に関する事項

①�営業者から匿名組合へ出資されたお客様に対する出資金の返還及び利益の配当の総額は、当該

       匿名組合の貸付事業における、借手に対する貸付金、貸付利率、貸付期間に従って決定されること

       となり、お客様への出資金の返還及び利益の配当の額は、当該匿名組合へのお客様の出資比率に

       応じて決定されることとなります。

②�出資金の返還及び利益の配当等の支払い方法は、分配金の計算を翌月１０日で締め、１５日（休日

       の場合は翌営業日）に営業者の分配用口座へ振り替えます。

③�利益の配当に対しては、支払時に２０％の源泉所得税が徴収されます。なお、税率は平成２２年１０月

       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。

 

5.�総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額

新規の募集となり、現時点ではありません。

 

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

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上記５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のとおりです。

 

7.�自己資本比率及び自己資本利益率

現時点では該当ありません。

 

8.�出資対象事業が有価証券以外の資産に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、

       当該資産に関する事項
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(1)資産の種類ごとの数量及び金額

新規の募集となりますので、現時点における資産はありません。

(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、借手に対する貸付債権であり、その金額は営業者が借手に貸し付け

た金額です。この金額が貸付債権の評価額となります。

(3) 資産の総額に締める割合

本事業における資産はかかる貸付債権のみとなります。
 
XI　当社が行う金融商品取引業務にかかる苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
 
苦情処理措置 ； 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を利用すること 

同上連絡先 ： 電話番号 ０１２０－６４－５００５ 

同上住所地 ： 〒１０３－００２東京都中央区日本橋茅場町２－１－１３

紛争解決措置 ； 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を利用すること 

同上連絡先 電話番号 ０１２０－６４－５００５

同上住所地 ： 〒１０３－００２東京都中央区日本橋茅場町２－１－１３
 
XII　営業者の概要
 
商号等 ： ＳＢＩソーシャルレンディング株式会社

本店所在地 ： 本店所在地 ： 〒１０６－６０１９　東京都港区六本木1丁目６番１号

資本金 ： １億３４５０万円

主な事業 ： 貸金業

登録番号 ： 東京都知事（１）３１３６０号

設立年月日 ： 平成２０年１月２４日

連絡先 ： 電話番号:０３－３５６８－２９４７

ＦＡＸ番号:０３－３５８４－５１３０

Ｅ－ＭＡＩＬ：support@sbi-sociallending.co.jp

ＵＲＬ�： https://www.sbi-sociallending.co.jp/
 
XIII　ＳＢＩソーシャルレンディングサポート社の概要
 
商号等 ： ＳＢＩソーシャルレンディングサポート株式会社

代表者の氏名 ： 織田　貴行

代表者の役職 ： 代表取締役

本店所在地 ： 〒１０６－６０１９　東京都港区六本木1丁目６番１号

資本金 ： ５，０００万円

主な事業 ： 第二種金融商品取引業

登録番号 ： 関東財務局長（金商）第２４９８号

金融商品取引業協会： 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

設立年月日 ： 平成２２年８月２７日

連絡先 ： 電話番号：０３－３５６８－４８９０

ＦＡＸ番号：０３－３５８６－６３１０

Ｅ－ＭＡＩＬ：support@sbi-sociallendingsupport.co.jp

ＵＲＬ�： https://www.sbi-sociallendingsupport.co.jp/
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