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匿名組合出資持分契約締結前交付書面 

平成 29年 8月 15日付 変更の概要及び新旧対照表 

変更箇所には下線を付しております。 

改定前 改定後 

頁 記載内容 頁 記載内容 

2 • 営業者報酬、本出資持分譲渡に関わる費用および本

事業に直接かかる費用： 

お客様は、①本事業の遂行に対する報酬として営業

者報酬を、②匿名組合員たる契約上の地位または本

契約に基づく権利および義務を譲渡する場合に本出

資持分譲渡に関わる費用を、また、③本事業に関連

して発生して本匿名組合財産から支払われる費用

を、それぞれ負担することになります。 

①営業者報酬は、計算期間（各暦月または本営業者

が投資ポーション毎に定める一定期間）毎に受領す

る利息または遅延損害金の算出時の各投資ポーショ

ンにおける対象債権残高の2.0％（年率）に相当する

金額を上限として支払われます。なお、営業者報酬

は計算期間毎に貸付先から受領した利息または遅延

損害金の内からのみ支払われるものであって、その

他の本匿名組合財産から支払われることはありませ

ん。 

また、②本出資持分譲渡に関わる費用および③本事

業に関連して発生して本匿名組合財産から支払われ

る費用については、その時々の状況に応じて算出さ

れるものであるため、それぞれ具体的な金額や上限

額、またはこれらの計算方法をあらかじめ具体的に

記載することができません。 

なお、各投資ポーションの目標利回りは、これらの手

数料を控除した後のものとなります。 

2 • 営業者報酬、本出資持分譲渡に関わる費用および本

事業に直接かかる費用： 

お客様は、①本事業の遂行に対する報酬として営業

者報酬を、②匿名組合員たる契約上の地位または本

契約に基づく権利および義務を譲渡する場合に本出

資持分譲渡に関わる費用を、また、③本事業に関連

して発生して本匿名組合財産から支払われる費用

を、それぞれ負担することになります。 

①営業者報酬は、計算期間（各暦月または本営業者

が投資ポーション毎に定める一定期間）毎に受領す

る利息または遅延損害金の算出時の各投資ポーショ

ンにおける対象債権残高の2.0％（年率）に相当する

金額を上限として支払われます。なお、営業者報酬

は計算期間毎に貸付先から受領した利息または遅延

損害金の内からのみ支払われるものであって、その

他の本匿名組合財産から支払われることはありませ

ん。 

また、②本出資持分譲渡に関わる費用および③本事

業に関連して発生して本匿名組合財産から支払われ

る費用については、その時々の状況に応じて算出さ

れるものであるため、それぞれ具体的な金額や上限

額、またはこれらの計算方法をあらかじめ具体的に

記載することができません。 

投資ポーション毎の目標利回りは、これらの手数料

を控除した後のものとなります。 

なお、本営業者は、上記手数料とは別に、対象債権

に関して、融資事務手数料を本匿名組合財産からで

はなく対象債権の債務者から直接受領します。融資

事務手数料は、対象債権の発生原因となる契約毎に

設定されることから、具体的な金額や上限額、または

これらの計算方法を予め具体的に記載することがで

きませんが、当該対象債権に係る融資事務手数料と

営業者報酬の合計が当該対象債権についてお客様

へ分配される匿名組合利益の合計額を上回ることの

ないように設定しています。 
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改定前 改定後 

頁 記載内容 頁 記載内容 

7 本営業者の概要（2017年3月28日現在） 

（図表省略） 
 

7 本営業者の概要（2017年8月15日現在） 

（変更なし） 
 

8 日本クラウド証券株式会社の概要（2017年3月28日現在） 

（図表省略） 
 

8 日本クラウド証券株式会社の概要（2017年8月15日現在） 

（変更なし） 
 

11 出資対象事業の経理に関する事項 11 出資対象事業の経理に関する事項 

 1. （省  略）  1. （変更なし） 

 2. 出資対象事業持分の総額 

平成28年3月末日現在の出資対象事業持分の総額は21

億9844万円となっております。 

 2. 出資対象事業持分の総額 

平成29年3月31日現在の出資対象事業持分の総額は

34億8781万円となっております。 

 3・4. （省  略）  3・4. （変更なし） 

 5. 総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額およ

び純損益額 

総資産額 2,198百万円 

純資産額 0円 

営業損益額 68百万円 

経常損益額 68百万円 

純損益額 0円 

 5. 総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額およ

び純損益額（平成29年3月31日現在） 

総資産額 3,487百万円 

純資産額 0円 

営業損益額 156百万円 

経常損益額 156百万円 

純損益額 0円 

 6・7. （省  略）  6・7. （変更なし） 

 8. 出資対象事業が有価証券以外の資産に対する投資

を行う事業である場合にあっては、当該資産に関す

る事項 

(1) 資産の種類ごとの数量および金額 

・資産の種類： 貸付債権 

・資産の金額： 2,060百万円（平成28年3月31日現在） 

(2)・(3) （省  略） 

 8. 出資対象事業が有価証券以外の資産に対する投資

を行う事業である場合にあっては、当該資産に関す

る事項 

(1) 資産の種類ごとの数量および金額 

・資産の種類： 貸付債権 

・資産の金額： 3,052百万円（平成29年3月31日現在） 

(2)・(3) （変更なし） 
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改定前 改定後 

頁 記載内容 頁 記載内容 

15 
 

匿名組合貸借対照表 

（平成 28年 3月 31日現在）  
 

 
（百万円単位）  

 (資産の部） 
 

 

 Ⅰ流動資産 
 

 

 預金 124  

 未収入金 13  

 匿名組合貸付金 2,060  

 流動資産合計 2,198  

 Ⅱ固定資産合計 0  

 Ⅲ繰延資産合計 0  

 資産合計 2,198  

    
 (負債の部）   

 Ⅰ流動負債   

 未払金 61  

 預り金 5  

 匿名組合預り金 2,131  

 流動負債合計 2,198  

 Ⅱ固定負債 0  

 負債合計 2,198  

    
 （資本の部）   

 資本合計 0  

 負債資本合計 2,198  
    

 

 

匿名組合損益計算書 

（自平成 27年 4月 1日  

至平成 28年 3月 31日） 

 

 （百万円単位）  

 Ⅰ営業収益 107  

 匿名組合受取利息 107  

 Ⅱ営業費用 38  

 匿名組合支払手数料 25  

 匿名組合営業者報酬 13  

 営業利益 68  

    

 営業外損益 0  

 経常損益 68  

    
 Ⅲ 特別利益 0  

 Ⅲ 特別損失 68  

 １ 匿名組合損益分配額 68  

 特別損益 ▲68  

    
 当期純損益 0  

     

15 
 

匿名組合貸借対照表 

（平成 29年 3月 31日現在）  
 

 
（百万円単位）  

 (資産の部） 
 

 

 Ⅰ流動資産 
 

 

 預金 435  

 未収入金 0  

 匿名組合貸付金 3,052  

 流動資産合計 3,487  

 Ⅱ固定資産合計 0  

 Ⅲ繰延資産合計 0  

 資産合計 3,487  

    
 (負債の部）   

 Ⅰ流動負債   

 未払金 9  

 預り金 3  

 匿名組合預り金 3,475  

 流動負債合計 3,487  

 Ⅱ固定負債 0  

 負債合計 3,487  

    
 （資本の部）   

 資本合計 0  

 負債資本合計 3,487  

    
 

 

匿名組合損益計算書 

（自平成 28年 4月 1日  

至平成 29年 3月 31日） 

 

 （百万円単位）  

 Ⅰ営業収益 190  

 匿名組合受取利息 190  

 Ⅱ営業費用 34  

 匿名組合支払手数料 ―  

 匿名組合営業者報酬 34  

 営業利益 156  

    

 営業外損益 0  

 経常損益 156  

    
 Ⅲ 特別利益 0  

 Ⅲ 特別損失 156  

 １ 匿名組合損益分配額 156  

 特別損益 ▲156  

    
 当期純損益 0  

     

以上 
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